
スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年11月

スーパー！ドラマＴＶ 2020.11.01
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。

06:00 06:00 00[二]★[HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン3
#2
『目撃者』

06:00

06:30 06:30 06:30

08:00 08:00 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
#6
『戦慄のドリームプログラム』

08:00

08:30 08:30 08:30

07:00 07:00 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
#5
『謎のエイリアン部隊～パート2～』

07:00

07:30 07:30 07:30

10:00

10:30 10:30 30[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』

10:30

11:00 11:00 11:00

09:00 09:00 00[HD]
インフォメーション

09:00

09:30 09:30 30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #19
『風紀課』

09:30

10:00 10:00

12:30

13:00 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11 #8
『覚醒』

13:00

13:30 13:30 13:30

11:30 11:30 30[HD]
インフォメーション

11:30

12:00 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11 #7
『危険なキャンパス』

12:00

12:30 12:30

15:00 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 #10
『完璧な未来』

15:00

15:30 15:30 15:30

14:00 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 #9
『二重スパイ』

14:00

14:30 14:30 14:30

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 #12
『あいのり』

17:00

17:30 17:30 17:30

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 #11
『エントロピー』

16:00

16:30 16:30 16:30

19:00 19:00 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』

19:00

19:30 19:30 19:30

18:00 18:00 00[二][HD]
【二カ国語版クライマックス！】
ブラックリスト シーズン7 #17
『兄弟』

18:00

18:30 18:30 18:30

21:00 21:00 00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #19
『風紀課』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 20:00 00[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #3
『２台持ちのダニー』

20:00

20:30 20:30 20:30

45[HD]インフォメーション

23:00 23:00 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

23:30 23:30 23:30

22:00 22:00 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』

22:00

22:30 22:30 22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

25:00 25:00 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』

25:00

25:30 25:30 25:30

24:00 24:00 00[二]★[HD]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #6
『マリア』

24:00

24:30 24:30 24:30

27:00 27:00 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
#5
『謎のエイリアン部隊～パート2～』

27:00

27:30 27:30 27:30

26:00 26:00 00[5.1]★[HD][字]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #6
『マリア』

26:00

26:30 26:30 26:30

29:00 29:00 00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30 29:30 29:30

28:00 28:00 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
#6
『戦慄のドリームプログラム』

28:00

28:30 28:30 28:30



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年11月

スーパー！ドラマＴＶ 2020.11.02-2020.11.08
2020.11.02 2020.11.03 2020.11.04 2020.11.05 2020.11.06 2020.11.07 2020.11.08

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[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10 #9
『残された者の使命』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#10
『心に闇を抱えて』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#11
『２人のチャーリー』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#12
『少年に戻って』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#13
『呪われたデバイス』

29:00 00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30 29:30 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10 #17『コミコンに関するから騒ぎの法則』

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 #19『共同作業の基本ルールの法則』

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10 #21『彼女をつなぎ止める法則』

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 #23『プロジェクト第二段階の法則』

00[二][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11 #1『プロポーズは突然にの法則』

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

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
#8
『混迷の惑星ケスプリット』

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 #18『カップルと同居人の法則』

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 #20『記憶ぶっ飛びの法則』

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 #22『年齢に打ち勝つ法則』

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10 #24『訪れた不協和音の法則』

30[二][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11 #2『発言撤回の法則』

28:30 28:30

55[5.1]★[HD][字]
宇宙大作戦／スタートレック パイ
ロット版
『歪んだ楽園』

29:00

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #21
『謎の急死』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #23
『復讐の始まり』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #1
『復讐の結末』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #3
『怒りの導火線』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #5
『歪んだ愛国心』

27:00 00[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #13
『カメレオン』

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
#7
『心のダーク・サイド』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #20
『消された証拠』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #22
『ボーダーライン』

00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #24
『ルール51』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #2
『悪夢』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #4
『海上の国境』

26:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #4
『プロペラ＋アセトン＋セルロイド＋
撃針』

00[5.1]★[HD][字]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #7
『132分署』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00★[HD][字][新]
【帯】
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★[HD][字]
【帯】
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★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #3
『最後の銃声』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #4
『声なき目撃者』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #5
『66号線』

25:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
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]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #4
『プロペラ＋アセトン＋セルロイド＋
撃針』

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 #13
『カメレオン』

00[5.1]★[HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #3
『偽りの地平線』

00[5.1]★[HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #4
『プロペラ＋アセトン＋セルロイド＋
撃針』

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

00[5.1]★[HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #20
『賞金稼ぎ』

24:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
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]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #7
『132分署』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 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[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #19
『風紀課』

00[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #13
『カメレオン』

00[二]★[HD]
【二カ国語版クライマックス！】
ブラックリスト シーズン7 #18
『ロイ・ケイン』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #3
『偽りの地平線』

23:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
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]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #3
『偽りの地平線』

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 #13
『カメレオン』

00[二]★[HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #3
『偽りの地平線』

00[二]★[HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #4
『プロペラ＋アセトン＋セルロイド＋
撃針』

00[5.1]★[HD][字]
LOVE LIFE #4
『マグナス・ランド』

00[二]★[HD]
S.W.A.T. シーズン3 #20
『賞金稼ぎ』

22:00 00[二][HD]
【二カ国語版クライマックス！】
ブラックリスト シーズン7 #18
『ロイ・ケイン』

00[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #13
『カメレオン』

20:00

20:30 20:30 20:30

45[HD]インフォメーション

21:00 00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
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]
【帯】
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]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #3
『最後の銃声』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
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]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #5
『66号線』

21:00 00[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
TAKE TWO／相棒は名探偵 #6
『黒幕の正体』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #20
『賞金稼ぎ』

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
#20
『高額当選の秘密』

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

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

00[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#2
『死を招くデートの謎』

00[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#4
『不倫スキャンダルの謎』

20:00 00[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
TAKE TWO／相棒は名探偵 #5
『新しい波』

00[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #4
『マグナス・ランド』

18:00

18:30 30[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #14
『シグナル（前編）』

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 #10『ビデオと手品とひらめきの法
則』

18:30 18:30

45[HD]インフォメーション

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

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

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

00[HD][字][新]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#1
『狙われた実業家の謎』

00[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#3
『思い出のバーの謎』

19:00 00[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）』

00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #3
『偽りの地平線』

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 #15
『シグナル（後編）』

19:30

18:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #13
『ＳＯＳ（後編）』

00[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #3
『２台持ちのダニー』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #19
『風紀課』

00[多][終][CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #23
『マクガイバー＋マクガイバー』

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 #9『参考文献を確認する時の法則』

18:00 00[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #13
『カメレオン』

00[二][HD]
【二カ国語版クライマックス！】
ブラックリスト シーズン7 #18
『ロイ・ケイン』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #20
『賞金稼ぎ』

00[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #4
『マグナス・ランド』

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

45[HD]インフォメーション

15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #20
『消された証拠』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #22
『ボーダーライン』

30[二]★[終][CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #24
『ルール51』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #2
『悪夢』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #4
『海上の国境』

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 #17
『砂時計』

00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン11 #22
『嵐』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #21
『謎の急死』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン7 #23
『復讐の始まり』

30[二]★[CC][HD][新]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #1
『復讐の結末』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #3
『怒りの導火線』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #5
『歪んだ愛国心』

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11 #16
『デレク』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン11 #21
『悪魔の背骨』

13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 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』

00[二][CC][HD][新]
【帯】
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]
【帯】
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]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #3
『最後の銃声』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #4
『声なき目撃者』

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 #15
『バッジと拳銃』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン11 #20
『内なる輝き』

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
#20
『高額当選の秘密』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#22
『カオス理論』

00[二]★[終][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#24
『国境を越えて(後編)』

00★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#2
『死を招くデートの謎』

00★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#4
『不倫スキャンダルの謎』

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 #14
『地下室の少女たち』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン11 #19
『模倣犯』

11:30

12:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#19
『分裂一家』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#21
『華麗なる詐欺師』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#23
『国境を越えて(前編)』

00★[HD][字][新]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#1
『狙われた実業家の謎』

00★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#3
『思い出のバーの謎』

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11 #13
『歪んだ絆』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン11 #18
『美しき惨事』

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

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 #13
『ＳＯＳ（後編）』

30[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』

30[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #13
『カメレオン』

30[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #4
『プロペラ＋アセトン＋セルロイド＋
撃針』

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』

10:30 30[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
TAKE TWO／相棒は名探偵 #6
『黒幕の正体』

30[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #13
『カメレオン』

10:30

11:00 00[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）』

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 #9『参考文献を確認する時の法則』

11:00 11:00

09:30 30[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』

30[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #3
『２台持ちのダニー』

30[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #19
『風紀課』

30[多]★[終][CC][HD][解]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #23
『マクガイバー＋マクガイバー』

30[二][HD]
【二カ国語版クライマックス！】
ブラックリスト シーズン7 #18
『ロイ・ケイン』

09:30 30[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
TAKE TWO／相棒は名探偵 #5
『新しい波』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #20
『賞金稼ぎ』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #15
『シグナル（後編）』

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

08:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10 #9
『残された者の使命』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#10
『心に闇を抱えて』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#11
『２人のチャーリー』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#12
『少年に戻って』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#13
『呪われたデバイス』

08:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #14
『シグナル（前編）』

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
#8
『混迷の惑星ケスプリット』

06:00

06:30 06:30 06:30

55[二]★[HD]
宇宙大作戦／スタートレック パイ
ロット版
『歪んだ楽園』

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 #17『コミコンに関するから騒ぎの法則』

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 #19『共同作業の基本ルールの法則』

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10 #21『彼女をつなぎ止める法則』

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 #23『プロジェクト第二段階の法則』

00[二]★[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11 #1『プロポーズは突然にの法則』

07:00 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
#7
『心のダーク・サイド』

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 #18『カップルと同居人の法則』

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 #20『記憶ぶっ飛びの法則』

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 #22『年齢に打ち勝つ法則』

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10 #24『訪れた不協和音の法則』

30[二]★[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11 #2『発言撤回の法則』

07:30 07:30

06:00 00[二]★[HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン3
#3
『乗りかかった船』

00[二]★[HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン3
#4
『サブロシート』

00[二]★[HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン3
#5
『まやかし』

00[二]★[HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン3
#6
『別の名前で』

00[二]★[HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン3
#7
『やり繰り』

06:00 00[二]★[HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン3
#8
『転倒』

00[二]★[HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン3
#9
『転落』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年11月

スーパー！ドラマＴＶ 2020.11.09-2020.11.15
2020.11.09 2020.11.10 2020.11.11 2020.11.12 2020.11.13 2020.11.14 2020.11.15

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[HD]
インフォメーション

29:00

29:30 29:30 29:30

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 00[二][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11 #3『ゆるーいシェルドンの法則』

00[二][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11 #5『残業はもうやめての法則』

00[二][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11 #7『地質学者とコラボしちゃう法則』

00[二][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11 #9『ビットコイン捜索の法則』

28:00 00[二][HD]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #7
『132分署』

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
#10
『アンドロイドの母親』

28:00

28:30 30[二][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11 #4『ロケット打ち上げの法則』

30[二][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11 #6『プロトン教授になりたい！の法則』

30[二][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11 #8『テスラvsエジソンの法則』

30[二][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11 #10『自信喪失の法則』

28:30 28:30

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #6
『取りつかれた女』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #8
『暗殺計画』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #10
『狙われた証人』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #12
『入隊志願者』

26:00 00[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #14
『悪霊の棲む家』

00[5.1]★[HD][字]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #8
『幻影』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #6
『魔女裁判』

00
メンテナンスのため休止

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #7
『地獄の門番』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #8
『少年兵士』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #9
『奇妙な果実』

25:00 00★[終][HD][字]
【全話一挙放送】
ヘンリー8世と6人の妻たち #3
『王妃の真実』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #5
『サッカー＋デジィ＋商人＋タイタ
ン』

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #7
『意外な来訪者』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #9
『真の標的』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #11
『ポトマック川殺人事件』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #13
『仮面の裏側』

27:00 00[二][終][HD]
【二カ国語版クライマックス！】
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]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版
#9
『危険なワープ・エネルギー』

29:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#14
『死刑執行人の呪歌』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#15
『兵士に巣食った魔物』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#16
『尼僧の悲恋』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#17
『天国の協力者』

29:00 00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #4
『ブラックボックス』

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 #14
『悪霊の棲む家』

00[5.1]★[HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #4
『ブラックボックス』

00[5.1]★[HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #5
『サッカー＋デジィ＋商人＋タイタ
ン』

00[5.1][HD][字]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #7
『132分署』

00[5.1]★[終][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #21
『ディアブロ』

24:00 00★[HD][字]
【全話一挙放送】
ヘンリー8世と6人の妻たち #2
『王妃の落日』

00[二]★[HD]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #8
『幻影』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #4
『プロペラ＋アセトン＋セルロイド＋
撃針』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #20
『賞金稼ぎ』

00[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #14
『悪霊の棲む家』

00[二]★[終][HD]
【二カ国語版クライマックス！】
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]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #4
『ブラックボックス』

23:00 00★[HD][字][新]
【全話一挙放送】
ヘンリー8世と6人の妻たち #1
『イングランドの王妃』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #4
『ブラックボックス』

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 #14
『悪霊の棲む家』

00[二]★[HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #4
『ブラックボックス』

00[二]★[HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #5
『サッカー＋デジィ＋商人＋タイタ
ン』

00[5.1]★[HD][字]
LOVE LIFE #5
『ルーク・ドゥシャーム』

00[二]★[終][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #21
『ディアブロ』

22:00 00[二][終][HD]
【二カ国語版クライマックス！】
ブラックリスト シーズン7 #19
『カザンジャン兄弟』

00[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #14
『悪霊の棲む家』

20:00

20:30 20:30 20:30

45[HD]インフォメーション

21:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #6
『魔女裁判』

00[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #4
『プロペラ＋アセトン＋セルロイド＋
撃針』

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

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

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

21:00 00[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
TAKE TWO／相棒は名探偵 #8
『エヴァの全て』

00[5.1][終][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #21
『ディアブロ』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#6
『血に染まるランウェイの謎』

00[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#8
『パーティーバス殺人の謎』

00[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#10
『ある不妊治療医の謎』

00[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#12
『不審な死と火事の謎』

00[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#14
『倒れたボクサーの謎』

20:00 00[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
TAKE TWO／相棒は名探偵 #7
『消えた記憶』

00[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #5
『ルーク・ドゥシャーム』

18:00

18:30 30[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #15
『シグナル（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 #11『ペイントボール多重散乱の法
則』

18:30 18:30

45[HD]インフォメーション

19:00 00[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#5
『スペースシェアリングの謎』

00[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#7
『撲殺された美術商の謎』

00[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#9
『老夫婦と遺言書の謎』

00[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#11
『冷凍されたコックの謎』

00[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#13
『若き売人の謎』

19:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #15
『シグナル（後編）』

00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #4
『ブラックボックス』

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 #16
『シャクルトン・ビースト』

19:30

18:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #14
『シグナル（前編）』

00[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #4
『マグナス・ランド』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #20
『賞金稼ぎ』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #5
『サッカー＋デジィ＋商人＋タイタ
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 #10『ビデオと手品とひらめきの法
則』

18:00 00[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #14
『悪霊の棲む家』

00[二][終][HD]
【二カ国語版クライマックス！】
ブラックリスト シーズン7 #19
『カザンジャン兄弟』

17:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン12 #6
『エリオットの池』

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

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 ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #6
『取りつかれた女』

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』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #8
『暗殺計画』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #10
『狙われた証人』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #12
『入隊志願者』

15:30 15:30

16:00 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 #10『ビデオと手品とひらめきの法
則』

16:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン12 #5
『テロ対策部隊』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン12 #11
『陥没』

16:00

25[5.1][HD][字]
宇宙大作戦／スタートレック パイ
ロット版
『歪んだ楽園』

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #7
『意外な来訪者』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #9
『真の標的』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #11
『ポトマック川殺人事件』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #13
『仮面の裏側』

16:30 16:30

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]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン12 #4
『森の守り人』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン12 #10
『やつらを破壊せよ』

13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #5
『66号線』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #4
『プロペラ＋アセトン＋セルロイド＋
撃針』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #6
『魔女裁判』

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

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #8
『少年兵士』

14:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン12 #3
『タブー』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン12 #9
『プロファイラー専科』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#6
『血に染まるランウェイの謎』

00★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#8
『パーティーバス殺人の謎』

00★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#10
『ある不妊治療医の謎』

00★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#12
『不審な死と火事の謎』

00★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#14
『倒れたボクサーの謎』

13:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン12 #2
『深夜の語らい』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン12 #8
『案山子』

11:30

12:00 00★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#5
『スペースシェアリングの謎』

00★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#7
『撲殺された美術商の謎』

00★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#9
『老夫婦と遺言書の謎』

00★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#11
『冷凍されたコックの謎』

00★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#13
『若き売人の謎』

12:00 00[二]★[HD][新]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン12 #1
『クリムゾン・キング』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン12 #7
『弟と名乗る男』

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 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 #10『ビデオと手品とひらめきの法
則』

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 #14
『シグナル（前編）』

30[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #4
『プロペラ＋アセトン＋セルロイド＋
撃針』

30[HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #14
『悪霊の棲む家』

30[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #5
『サッカー＋デジィ＋商人＋タイタ
ン』

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』

10:30 30[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
TAKE TWO／相棒は名探偵 #8
『エヴァの全て』

30[二][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #14
『悪霊の棲む家』

10:30

11:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #15
『シグナル（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 #10『ビデオと手品とひらめきの法
則』

11:00 11:00

09:30 30[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #3
『偽りの地平線』

30[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #4
『マグナス・ランド』

30[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #20
『賞金稼ぎ』

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』

30[二][終][HD]
【二カ国語版クライマックス！】
ブラックリスト シーズン7 #19
『カザンジャン兄弟』

09:30 30[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
TAKE TWO／相棒は名探偵 #7
『消えた記憶』

30[二][終][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #21
『ディアブロ』

08:00

08:30 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 #10『ビデオと手品とひらめきの法
則』

08:30 30[二]★[HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #16
『シャクルトン・ビースト』

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]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#14
『死刑執行人の呪歌』

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 #9『参考文献を確認する時の法則』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#15
『兵士に巣食った魔物』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#16
『尼僧の悲恋』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#17
『天国の協力者』

08:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #15
『シグナル（後編）』

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
#10
『アンドロイドの母親』

06:00

06:30 06:30 06:30

55[二][HD]
宇宙大作戦／スタートレック パイ
ロット版
『歪んだ楽園』

07:00 00[二]★[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11 #3『ゆるーいシェルドンの法則』

00[二]★[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11 #5『残業はもうやめての法則』

00[二]★[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11 #7『地質学者とコラボしちゃう法則』

00[二]★[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11 #9『ビットコイン捜索の法則』

07:00 00[多]★[CC][HD][解][新]
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン1 HD版 #1
『惑星M113の吸血獣』

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
#9
『危険なワープ・エネルギー』

07:00

07:30 30[二]★[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11 #4『ロケット打ち上げの法則』

30[二]★[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11 #6『プロトン教授になりたい！の法則』

30[二]★[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11 #8『テスラvsエジソンの法則』

30[二]★[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11 #10『自信喪失の法則』

07:30 07:30

06:00 00[二]★[終][HD]
【帯】
ベター・コール・ソウル シーズン3
#10
『灯り』

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #1
『創造か死か』

00
メンテナンスのため休止

00[二]★[CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #2
『マッスルカー＋クリップ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #3
『ルーレット盤＋ワイヤー』

06:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #4
『Ｘ線＋１セント硬貨』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #5
『頭蓋骨＋電磁石』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年11月

スーパー！ドラマＴＶ 2020.11.16-2020.11.22
2020.11.16 2020.11.17 2020.11.18 2020.11.19 2020.11.20 2020.11.21 2020.11.22

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 29:30 29:30

29:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#18
『「呪われし者」の本』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#19
『ウェルテルの箱』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#20
『天使の御心』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#21
『闇の一族』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#22
『ディーンの復讐』

29:00 00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #5
『調和飛行』

00[HD]
インフォメーション

28:00

28:30 30[二][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11 #12『介添人選定の法則』

30[二][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11 #14『恋の三角形分割の法則』

30[二][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11 #16『新生児命名の法則』

30[二][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11 #18『ゲイツによる励起挙動の法則』

30[二][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11 #20『心置きなく独身にサヨナラする法則』

28:30 28:30

28:00 00[二][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11 #11『特別な誕生日パーティーの法則』

00[二][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11 #13『ソロ活動へ揺れ動く法則』

00[二][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11 #15『現実と小説の相関関係の法則』

00[二][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11 #17『会場予約の法則』

00[二][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11 #19『管理組合の理事長になる法則』

28:00 00[二][HD]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #8
『幻影』

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
#12
『難破船ペガサスの秘密』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #19
『呪いの本』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #21
『鏡の中の真相』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #23
『白鳥の歌』

27:00 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
#11
『無限のパラレル・ワールド』

27:00

27:30 27:30 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 #12『繁殖命題の法則』

27:30

25:00 00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #6
『善＋悪＋両方＋中間』

25:00

15[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
LOVE LIFE #4
『マグナス・ランド』

25:30 25:30 25:30

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #14
『区切り』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #16
『キル･スクリーン』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #18
『疑わしき者』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #20
『ポートキラー』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #22
『悲しい再会』

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
LOVE LIFE #5
『ルーク・ドゥシャーム』

00[5.1]★[HD][字]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #9
『あがき』

26:00

26:30 26:30 26:30

45[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
LOVE LIFE #6
『マグナス・ランド　パート２』

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #15
『反逆の矢』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #17
『最後の大強盗』

23:00

23:30 23:30 23:30

45[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
LOVE LIFE #2
『ブラッドリー・フィールド』

24:00 00★[終][HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #15
『究極の選択』

00[5.1]★[HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #5
『調和飛行』

00[5.1]★[HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #6
『善＋悪＋両方＋中間』

00[5.1][HD][字]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #8
『幻影』

00[5.1]★[HD][字][新]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#1
『決断の時』

24:00 00[二]★[HD]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #9
『あがき』

24:00

24:30 24:30 30[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
LOVE LIFE #3
『２台持ちのダニー』

24:30

25:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #10
『いたずら電話』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #11
『怒りの鉄拳』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #12
『ブラック・クイーン』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #13
『帰郷』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #14
『200』

23:00 00[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #5
『サッカー＋デジィ＋商人＋タイタ
ン』

00[二][終][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #21
『ディアブロ』

00[二][終][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #15
『究極の選択』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #6
『善＋悪＋両方＋中間』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #5
『調和飛行』

23:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
LOVE LIFE #1
『オーギー・ジョン』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #5
『調和飛行』

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]★[終][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #15
『究極の選択』

00[二]★[HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #5
『調和飛行』

00[二]★[HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #6
『善＋悪＋両方＋中間』

00[5.1]★[HD][字]
LOVE LIFE #6
『マグナス・ランド　パート２』

00[二]★[HD][新]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#1
『決断の時』

22:00 00[5.1]★[HD][字][新]
ケイティ・キーン 第1話先行プレミア
放送 #1
『夢の街ニューヨーク』

00[終][HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #15
『究極の選択』

20:00

20:30 20:30 20:30

45[HD]インフォメーション

21:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #10
『いたずら電話』

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

00[二]★[CC][HD]
【帯】
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]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #13
『帰郷』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #14
『200』

21:00 00[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
TAKE TWO／相棒は名探偵 #10
『光の正体』

00[5.1][HD][字][新]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#1
『決断の時』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#16
『失血死した元妻の謎』

00[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#18
『沈んだ水兵の謎』

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

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

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #2
『再進入』

20:00 00[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
TAKE TWO／相棒は名探偵 #9
『闇に落ちた者』

00[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #6
『マグナス・ランド　パート２』

18:00

18:30 30[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #16
『シャクルトン・ビースト』

30★[HD][字]
アート・オブ・テレビジョン／アラン・テイラー

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 #12『繁殖命題の法則』

18:30 18:30

45[HD]インフォメーション

19:00 00[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#15
『魅惑的なシッターの謎』

00[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#17
『毒殺されたインターンの謎』

00[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#19
『危険なトーナメントの謎』

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

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #1
『828便』

19:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #16
『シャクルトン・ビースト』

00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #5
『調和飛行』

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 #17
『乗っ取られたＦＡＢ‐１』

19:30

18:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #15
『シグナル（後編）』

00[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #5
『ルーク・ドゥシャーム』

00[二][終][HD]
S.W.A.T. シーズン3 #21
『ディアブロ』

00★[HD][字]
アート・オブ・テレビジョン／アラン・プール

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 #11『ペイントボール多重散乱の法
則』

18:00 00[終][HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #15
『究極の選択』

00[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #6
『善＋悪＋両方＋中間』

00[多][CC][HD][解]
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン1 HD版 #2
『セイサス星から来た少年』

00[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #6
『マグナス・ランド　パート２』

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

45[HD]インフォメーション

15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #14
『区切り』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #16
『キル･スクリーン』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #18
『疑わしき者』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #20
『ポートキラー』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #22
『悲しい再会』

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン12 #17
『昼と夜の狭間』

00[二]★[終][HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン12 #22
『レッドライト』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #15
『反逆の矢』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #17
『最後の大強盗』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #19
『呪いの本』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #21
『鏡の中の真相』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #23
『白鳥の歌』

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]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン12 #16
『ボーン・クラッシャー』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン12 #21
『グリーンライト』

13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #9
『奇妙な果実』

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

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

00[二][CC][HD]
【帯】
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][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #13
『帰郷』

14:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン12 #15
『獄中の洗礼』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン12 #20
『忘れじの人』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#16
『失血死した元妻の謎』

00★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#18
『沈んだ水兵の謎』

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

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

00[二]★[HD]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #2
『再進入』

13:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン12 #14
『制御不能』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン12 #19
『砂漠の処刑場』

11:30

12:00 00★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#15
『魅惑的なシッターの謎』

00★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#17
『毒殺されたインターンの謎』

00★[HD][字]
【帯】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
#19
『危険なトーナメントの謎』

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

00[二]★[HD][新]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #1
『828便』

12:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン12 #13
『スペンサー』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン12 #18
『ヘルズ・キッチン』

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[終][HD][字]
クリミナル・マインド シーズン14 #15
『究極の選択』

30[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #6
『善＋悪＋両方＋中間』

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 #10『ビデオと手品とひらめきの法
則』

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

30[二][終][HD]
クリミナル・マインド シーズン14 #15
『究極の選択』

10:30

11:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #16
『シャクルトン・ビースト』

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 #11『ペイントボール多重散乱の法
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

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]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #4
『ブラックボックス』

30[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #5
『ルーク・ドゥシャーム』

30[5.1][終][HD][字]
S.W.A.T. シーズン3 #21
『ディアブロ』

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 #10『ビデオと手品とひらめきの法
則』

30[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #5
『調和飛行』

09:30 30[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
TAKE TWO／相棒は名探偵 #9
『闇に落ちた者』

30[二][HD][新]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#1
『決断の時』

09:30

10:00 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 #11『ペイントボール多重散乱の法
則』

10:00 10:00

15[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
#21
『闇の一族』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#22
『ディーンの復讐』

08:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #16
『シャクルトン・ビースト』

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
#12
『難破船ペガサスの秘密』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #17
『乗っ取られたＦＡＢ‐１』

08:30

00[二]★[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11 #17『会場予約の法則』

00[二]★[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11 #19『管理組合の理事長になる法則』

07:00 00[多]★[CC][HD][解]
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン1 HD版 #2
『セイサス星から来た少年』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
新スタートレック シーズン7 HD版
#11
『無限のパラレル・ワールド』

07:00

07:30 30[二]★[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11 #12『介添人選定の法則』

30[二]★[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11 #14『恋の三角形分割の法則』

30[二]★[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11 #16『新生児命名の法則』

30[二]★[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11 #18『ゲイツによる励起挙動の法則』

30[二]★[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11 #20『心置きなく独身にサヨナラする法則』

07:30 07:30

00[二]★[CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #9
『CD-ROM＋サンドを包んだホイル』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #10
『指令室＋船』

06:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #11
『銃弾＋ペン』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #12
『マック＋ジャック』

06:00

06:30 06:30 06:30

06:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #6
『ジェットエンジン＋トラック』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #7
『粘着テープ＋ジャック』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #8
『緩衝材＋火』

07:00 00[二]★[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11 #11『特別な誕生日パーティーの法則』

00[二]★[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11 #13『ソロ活動へ揺れ動く法則』

00[二]★[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11 #15『現実と小説の相関関係の法則』

08:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#18
『「呪われし者」の本』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#19
『ウェルテルの箱』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#20
『天使の御心』

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

10:30 30[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #15
『シグナル（後編）』

30[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #5
『サッカー＋デジィ＋商人＋タイタ
ン』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年11月

スーパー！ドラマＴＶ 2020.11.23-2020.11.29
2020.11.23 2020.11.24 2020.11.25 2020.11.26 2020.11.27 2020.11.28 2020.11.29

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

27:00

27:30

28:00

28:30 30[二][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11 #22『金銭欠乏の法則』

30[二][終][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11 #24『2人の愛と非対称の法則』

30[二][HD]【キャッチアップ(帯)】
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』

30[二][HD]【キャッチアップ(帯)】
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』

28:30 28:30

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #24
『過去の清算』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #2
『記憶のいたずら』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #4
『殺害依頼』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #6
『恋に落ちて』

26:00 00[二][HD][新]
トワイライト・ゾーン（2019） #1
『コメディアン』

00[5.1]★[HD][字]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #10
『ベイビー』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00
メンテナンスのため休止

00★[HD][字]
【帯】
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★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #16
『天使の失踪』

00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30 29:30

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #17
『トンネルの魔術師』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #18
『渇いた牙』

25:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン3 #21
『ディアブロ』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #7
『マック＋デジィ＋ライリー＋オーブ
リー』

27:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #1
『刺客の宿命』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #3
『ペネロピ文書』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #5
『自由を求めて』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #7
『魔の三角関係』

27:00 00[多][CC][HD][解]
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン1 HD版 #3
『光るめだま』

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
#13
『滅びゆく惑星』

29:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#23
『呪いが解かれる時』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #1
『新たなる脅威』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #2
『魂を食らう者』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #3
『悪い種子（たね）』

29:00 00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #6
『帰路』

00[二][HD]【キャッチアップ(帯)】
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』

28:00 00[二][HD]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #9
『あがき』

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
#14
『愛の亡霊』

27:30 27:30

28:00 00[二][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11 #21『命名における分極挙動の法則』

00[二][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11 #23『兄弟の契りの法則』

00[二][HD][新]【キャッチアップ(帯)】
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』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字][新]
トワイライト・ゾーン（2019） #1
『コメディアン』

00[5.1]★[HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #6
『帰路』

00[5.1]★[HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #7
『マック＋デジィ＋ライリー＋オーブ
リー』

00[5.1][HD][字]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #9
『あがき』

00[5.1]★[HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#2
『ターミネーターの難問』

24:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン3 #20
『賞金稼ぎ』

00[二]★[HD]
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シー
ズン6 #10
『ベイビー』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #6
『善＋悪＋両方＋中間』

00[二][HD][新]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#1
『決断の時』

00[二][HD][新]
トワイライト・ゾーン（2019） #1
『コメディアン』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #7
『マック＋デジィ＋ライリー＋オーブ
リー』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #6
『帰路』

23:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン3 #19
『風紀課』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #6
『帰路』

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！

22:00 00[二]★[HD][新]
トワイライト・ゾーン（2019） #1
『コメディアン』

00[二]★[HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #6
『帰路』

00[二]★[HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #7
『マック＋デジィ＋ライリー＋オーブ
リー』

00[5.1]★[HD][字]
LOVE LIFE #7
『クローディア・ホフマン』

00[二]★[HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#2
『ターミネーターの難問』

22:00 00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #6
『帰路』

00[5.1][HD][字][新]
トワイライト・ゾーン（2019） #1
『コメディアン』

20:00

20:30 20:30 20:30

45[HD]インフォメーション

21:00 00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #5
『調和飛行』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
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]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #16
『天使の失踪』

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

21:00 00[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
TAKE TWO／相棒は名探偵 #12
『華麗なる美術品泥棒』

00[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#2
『ターミネーターの難問』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #4
『密航者』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #6
『探知不能』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #8
『引き返せない事態』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #10
『横風』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #12
『消失点』

20:00 00[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
TAKE TWO／相棒は名探偵 #11
『二度目のチャンス』

00[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #7
『クローディア・ホフマン』

18:00

18:30 30[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #17
『乗っ取られたＦＡＢ‐１』

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 #13『論文をめぐる分極化の法則』

18:30 18:30

45[HD]インフォメーション

19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #3
『乱気流』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
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]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #7
『鼓動』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #9
『救出作戦』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #11
『飛行機雲』

19:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #17
『乗っ取られたＦＡＢ‐１』

00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #6
『帰路』

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 #18
『雪崩』

19:30

18:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #16
『シャクルトン・ビースト』

00[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #6
『マグナス・ランド　パート２』

00[二][HD][新]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#1
『決断の時』

00[二][HD][新]
トワイライト・ゾーン（2019） #1
『コメディアン』

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 #12『繁殖命題の法則』

18:00 00[5.1][HD][字][新]
トワイライト・ゾーン（2019） #1
『コメディアン』

00[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #7
『マック＋デジィ＋ライリー＋オーブ
リー』

00[HD][字]
アート・オブ・テレビジョン／アラン・テイラー

17:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン13 #6
『シェルター』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン13 #12
『セントラルパークの狼男』

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[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #6
『マグナス・ランド　パート２』

30[二]★[終][CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン8 #24
『過去の清算』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #2
『記憶のいたずら』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #4
『殺害依頼』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #6
『恋に落ちて』

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン13 #5
『ラッキー・ストライク』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン13 #11
『ある町の秘密』

16:00

15[HD]インフォメーション

16:30 30[HD][字]
アート・オブ・テレビジョン／アラン・プール

30[二]★[CC][HD][新]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #1
『刺客の宿命』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #3
『ペネロピ文書』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #5
『自由を求めて』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #7
『魔の三角関係』

16:30 16:30

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]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン13 #4
『キラー・アプリ』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン13 #10
『水没』

13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 00[5.1][HD][字][新]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#1
『決断の時』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #14
『200』

00[二][CC][HD]
【帯】
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]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #16
『天使の失踪』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #17
『トンネルの魔術師』

14:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン13 #3
『ブルー・エンジェル』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン13 #9
『ロズウェルでの対話』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00[二]★[HD]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #4
『密航者』

00[二]★[HD]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #6
『探知不能』

00[二]★[HD]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #8
『引き返せない事態』

00[二]★[HD]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #10
『横風』

00[二]★[HD]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #12
『消失点』

13:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン13 #2
『黄色いスーツケース』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン13 #8
『ネオンと銃弾』

30[HD]
インフォメーション

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30

12:00 00[二]★[HD]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #3
『乱気流』

00[二]★[HD]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #5
『つながるフライト』

00[二]★[HD]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #7
『鼓動』

00[二]★[HD]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #9
『救出作戦』

00[二]★[HD]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #11
『飛行機雲』

12:00 00[二]★[HD][新]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン13 #1
『出発』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
クリミナル・マインド シーズン13 #7
『千の切り傷』

12:00

12:30 12:30 12:30

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 #11『ペイントボール多重散乱の法
則』

10:30 30[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
TAKE TWO／相棒は名探偵 #12
『華麗なる美術品泥棒』

30[二][HD][新]
トワイライト・ゾーン（2019） #1
『コメディアン』

10:30

11:00 00[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #17
『乗っ取られたＦＡＢ‐１』

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 #12『繁殖命題の法則』

11:00 11:00

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]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #5
『調和飛行』

30[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #6
『マグナス・ランド　パート２』

30[5.1][HD][字][新]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#1
『決断の時』

30[5.1][HD][字][新]
トワイライト・ゾーン（2019） #1
『コメディアン』

30[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #6
『帰路』

09:30 30[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
TAKE TWO／相棒は名探偵 #11
『二度目のチャンス』

30[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#2
『ターミネーターの難問』

09:30

10:00 10:00 10:00

15[HD]インフォメーション

07:30

45[HD]インフォメーション

08:00 00[二][HD][新]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#1
『決断の時』

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン10
#23
『呪いが解かれる時』

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #1
『新たなる脅威』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #2
『魂を食らう者』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #3
『悪い種子（たね）』

08:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #17
『乗っ取られたＦＡＢ‐１』

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
#14
『愛の亡霊』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #18
『雪崩』

08:30

00[二]★[CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #16
『ハンモック＋バルコニー』

06:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
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】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #18
『ライリー＋飛行機』

06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #6
『マグナス・ランド　パート２』

00[二]★[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11 #21『命名における分極挙動の法則』

00[二]★[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11 #23『兄弟の契りの法則』

00[二]★[HD][新]【キャッチアップ(帯)】
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』

00[二]★[HD]【キャッチアップ(帯)】
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』

07:00 00[多]★[CC][HD][解]
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン1 HD版 #3
『光るめだま』

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
#13
『滅びゆく惑星』

07:00

07:30 30[二]★[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11 #22『金銭欠乏の法則』

30[二]★[終][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11 #24『2人の愛と非対称の法則』

30[二]★[HD]【キャッチアップ(帯)】
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』

30[二]★[HD]【キャッチアップ(帯)】
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』

07:30

06:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #13
『二酸化炭素センサー＋木の枝』

00
メンテナンスのため休止

00[二]★[CC][HD]
【帯】
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】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #15
『マードック＋手錠』

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

10:30 30[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #16
『シャクルトン・ビースト』

30[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #6
『善＋悪＋両方＋中間』

30[5.1][HD][字][新]
トワイライト・ゾーン（2019） #1
『コメディアン』

30[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #7
『マック＋デジィ＋ライリー＋オーブ
リー』

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



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2020年11月

スーパー！ドラマＴＶ 2020.11.30
2020.11.30 2020.12.01 2020.12.02 2020.12.03 2020.12.04 2020.12.05 2020.12.06

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。

28:30 30[二][HD]【キャッチアップ(帯)】
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』

28:30 28:30

29:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #4
『愛しのインパラ』

29:00 29:00

29:30 29:30 29:30

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #9
『英雄の帰還（後編）』

27:00 27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 00[二][HD]【キャッチアップ(帯)】
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』

28:00 28:00

25:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #19
『記憶の稜線』

25:00 25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #8
『英雄の帰還（前編）』

26:00 26:00

26:30 26:30 26:30

23:00 00[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン4 #7
『マック＋デジィ＋ライリー＋オーブ
リー』

23:00 23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） #2
『三万フィートの戦慄』

24:00 24:00

24:30 24:30 24:30

21:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #19
『記憶の稜線』

21:00 21:00

21:30 21:30 21:30

22:00 00[二]★[HD]
トワイライト・ゾーン（2019） #2
『三万フィートの戦慄』

22:00 22:00

22:30 22:30 22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #13
『進入許可』

19:00 19:00

19:30 19:30 19:30

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #14
『アップグレード』

20:00 20:00

20:30 20:30 20:30

17:30 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 #17
『乗っ取られたＦＡＢ‐１』

18:00 18:00

18:30 30[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #18
『雪崩』

18:30 18:30

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #8
『英雄の帰還（前編）』

15:30 15:30

16:00 16:00 16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン9 #9
『英雄の帰還（後編）』

16:30 16:30

17:00 17:00 17:00

15:00 00[HD]
インフォメーション

15:00 15:00

12:00 00[二]★[HD]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #13
『進入許可』

12:00 12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 00[二]★[HD]
【帯】
MANIFEST／マニフェスト シーズン
1 #14
『アップグレード』

13:00 13:00

13:30 13:30 13:30

11:30 11:30

08:30 08:30 08:30

09:00 00[HD]
インフォメーション

09:00 09:00

09:30 30[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン
2 #6
『帰路』

09:30 09:30

10:00 10:00 10:00

14:00 00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン9 #18
『渇いた牙』

14:00 14:00

14:30 14:30 14:30

06:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズ
ン2 #19
『紙幣＋カバン』

06:00 06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[二]★[HD]【キャッチアップ(帯)】
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』

07:00 07:00

07:30 30[二]★[HD]【キャッチアップ(帯)】
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』

07:30 07:30

08:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #4
『愛しのインパラ』

08:00 08:00

10:30 30[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #17
『乗っ取られたＦＡＢ‐１』

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 #18
『雪崩』

11:00 11:00

11:30 30[HD]
インフォメーション


