
スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年2月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.02.01-2021.02.07
2021.02.01 2021.02.02 2021.02.03 2021.02.04 2021.02.05 2021.02.06 2021.02.07

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]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #10
『奇妙なカメラ』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #12
『縄』

06:30

07:00 00[二][HD][新]
スーパーナチュラル シーズン14 #1
『ミカエルの計画』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#7
『水と共に去りぬ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#8
『ルネサンスの危機』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#9
『海月に誘われて』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#10
『ファミリービジネス』

07:00

06:00 00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #9
『二つの夜』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #11
『弱き者の聖夜』

06:00

06:30 30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #2
『家宝の瓶』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #4
『機械嫌い』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #6
『みにくい顔』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #8
『合成人間の家』

06:30

06:00 00[二]★[HD][新][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #1
『キング・ナイン号帰還せず』

00
メンテナンスのため休止

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #3
『鏡の中の男』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #5
『嵐の夜』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #7
『素晴らしき未来』

08:00 00[二][終][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #26
『はるかなる宇宙（後編）』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #4
『ニューヨークの恐怖』

08:00

08:30 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 #22
『母性か研究かの法則』

08:30

08:00 00[多][CC][HD][解]
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン1 HD版 #11
『タロス星の幻怪人（前編）』

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #23
『捧げられた命』

00[二]★[HD][新]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #1
『魔王の息子』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #2
『地獄の扉』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #3
『ミズーリの遺言』

00[多]★[CC][HD][解]
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン1 HD版 #12
『タロス星の幻怪人（後編）』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #3
『ペネロープの危機』

07:00

07:30 07:30 07:30

09:30 30[二]★[CC][HD][新]
【2話連続放送】
ベター・コール・ソウル シーズン2 #1
『スイッチ』

30[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#12
『謎の殺し屋』

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 #21『道徳的決断の法則』

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

09:30 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 #20『多重反射的決断の法則』

30[5.1][HD][字]
ケイティ・キーン #6
『ママの言葉』

30[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#11
『潜入捜査』

30[5.1][HD][字]
ケイティ・キーン #6
『ママの言葉』

30[二][HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #2
『ゴッド・アンド・モンスター』

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

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]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #7
『点滅するレッドランプ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #9
『赤いスウェット』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #11
『いつも赤に賭けろ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #13
『赤は新たなスタンダード』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #15
『バラ戦争』

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

10:30 30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
ベター・コール・ソウル シーズン2 #2
『クリームパイ』

30[5.1][HD][字][新]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #1
『眠り姫事件』

10:30

11:00 00[5.1][終][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #26
『はるかなる宇宙（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 #21『道徳的決断の法則』

11:00 11:00

10:30 30[5.1][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #25
『はるかなる宇宙（前編）』

30[5.1][HD][字]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #3
『倉庫に眠る秘密』

30[5.1]★[HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #2
『ゴッド・アンド・モンスター』

30[二][HD]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #4
『危険な青信号』

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 #20『多重反射的決断の法則』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #2
『オレンジの種五つ』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #8
『エンド・オブ・ウォッチ』

13:00

13:30 13:30 13:30

13:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #8
『雑なマニキュア』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #10
『赤のフーガ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #12
『血に染まったパーティー』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #14
『赤いワインの香り』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #16
『彼の赤い企み』

12:00 00[二]★[CC][HD][新]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #1
『ヤマアラシのジレンマ』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #7
『ゴーン・ガール』

12:00

12:30 12:30 12:30

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #5
『ブラッド・ダイヤモンド』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #11
『高名な依頼人』

16:00

16:30

14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #3
『イミテーション・ゲーム』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #9
『時の支配者』

14:00

14:30 14:30 14:30

14:00 00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #5
『暗闇のアーティスト』

00[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#11
『潜入捜査』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #6
『牧師の過ち』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #7
『危険なキャンパス』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #8
『覚醒』

30[5.1][HD][字]
ケイティ・キーン #6
『ママの言葉』

30★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン1 #6
『打ちのめされて』

30★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン1 #8
『評決』

30★[終][HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン1 #10
『鈍い刃』

30★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン2 #2
『逃亡犯』

16:30 16:30

17:00 17:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #6
『欲望という名の地図』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #12
『決着の日』

17:00

15:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #4
『世界でひとつの彼女』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #10
『世界に一つだけの花』

15:00

15:30 30[5.1][HD][字][新]
スーパーナチュラル シーズン14 #1
『ミカエルの計画』

30★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン1 #5
『嘘かまことか』

30★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン1 #7
『アリバイ崩し』

30★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン1 #9
『内輪もめ』

30★[HD][字][新]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン2 #1
『2015』

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

15:30 15:30

16:00 16:00

00[二][HD]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #4
『危険な青信号』

18:00

18:30 30[二][終][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #26
『はるかなる宇宙（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 #21『道徳的決断の法則』

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 #22『母性か研究かの法則』

18:30 18:30

17:30 17:30

18:00 00[二][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #25
『はるかなる宇宙（前編）』

00[二][HD]
ケイティ・キーン #6
『ママの言葉』

00[二]★[HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #2
『ゴッド・アンド・モンスター』

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 #20『多重反射的決断の法則』

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 #21『道徳的決断の法則』

18:00 00[5.1][HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #2
『ゴッド・アンド・モンスター』

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

20:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【2話連続放送】
ベター・コール・ソウル シーズン2 #1
『スイッチ』

00[二][HD]
ケイティ・キーン #7
『蜘蛛女のキス』

20:00

20:30 20:30 20:30

20:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #8
『雑なマニキュア』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #10
『赤のフーガ』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #12
『血に染まったパーティー』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #14
『赤いワインの香り』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #16
『彼の赤い企み』

19:00 00[5.1][終][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #26
『はるかなる宇宙（後編）』

00[二][HD][新]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #1
『眠り姫事件』

19:00

19:30 19:30 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 #22『母性か研究かの法則』

19:30

19:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #7
『点滅するレッドランプ』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #9
『赤いスウェット』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #11
『いつも赤に賭けろ』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #13
『赤は新たなスタンダード』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #15
『バラ戦争』

22:00 00[二][HD][新]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #1
『眠り姫事件』

00[二][HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #2
『ゴッド・アンド・モンスター』

22:00

22:30 22:30 22:30

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

22:00 00[二][HD]
ケイティ・キーン #6
『ママの言葉』

00[二]★[HD][新]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #1
『眠り姫事件』

00[二]★[HD]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #4
『危険な青信号』

00[二]★[HD]
ケイティ・キーン #7
『蜘蛛女のキス』

00[二]★[HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#12
『謎の殺し屋』

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
ベター・コール・ソウル シーズン2 #2
『クリームパイ』

00[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#12
『謎の殺し屋』

21:00

21:30 21:30 21:30

21:00 00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#11
『潜入捜査』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #6
『牧師の過ち』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #7
『危険なキャンパス』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #8
『覚醒』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #9
『二重スパイ』

23:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #1
『ホームズ＆ワトソン in ロンドン』

00[5.1][HD][字]
ケイティ・キーン #7
『蜘蛛女のキス』

23:00

23:30 23:30 23:30

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！

23:00 00[二][HD]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #3
『倉庫に眠る秘密』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#11
『潜入捜査』

00[二][HD]
ケイティ・キーン #6
『ママの言葉』

00[5.1][HD][字]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #4
『危険な青信号』

00[5.1][HD][字][新]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #1
『眠り姫事件』

25:30 25:30

24:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #2
『凶弾』

00[二]★[HD]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #8
『エピソード8』

24:00

24:30 24:30 24:30

24:00 00
メンテナンスのため休止

00[5.1]★[HD][字][新]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #1
『眠り姫事件』

00[5.1]★[HD][字]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #4
『危険な青信号』

00[5.1]★[HD][字]
ケイティ・キーン #7
『蜘蛛女のキス』

00[5.1]★[HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#12
『謎の殺し屋』

25:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #6
『牧師の過ち』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #7
『危険なキャンパス』

00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #4
『危険な青信号』

00[5.1]★[HD][字]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #8
『エピソード8』

26:00

26:30 26:30 26:30

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #8
『覚醒』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #9
『二重スパイ』

25:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #3
『倉庫に眠る秘密』

00[5.1][HD][字]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #4
『危険な青信号』

25:00

25:30

26:00 00[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン1 #5
『嘘かまことか』

00[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン1 #7
『アリバイ崩し』

00[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン1 #9
『内輪もめ』

00[HD][字][新]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン2 #1
『2015』

26:00

00[5.1][HD][字]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #7
『エピソード7』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #3
『ペネロープの危機』

27:00

27:30 27:30 27:30

27:00 00[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン1 #6
『打ちのめされて』

00[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン1 #8
『評決』

00[終][HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン1 #10
『鈍い刃』

00[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン2 #2
『逃亡犯』

27:00

00[二][HD]
ケイティ・キーン #7
『蜘蛛女のキス』

00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30 29:30 29:30

29:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #23
『捧げられた命』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #1
『魔王の息子』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #2
『地獄の扉』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #3
『ミズーリの遺言』

29:00

00[二][HD]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #7
『エピソード7』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #4
『ニューヨークの恐怖』

28:00

28:30 28:30 28:30

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#7
『水と共に去りぬ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#8
『ルネサンスの危機』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#9
『海月に誘われて』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#10
『ファミリービジネス』

28:00



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年2月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.02.08-2021.02.14
2021.02.08 2021.02.09 2021.02.10 2021.02.11 2021.02.12 2021.02.13 2021.02.14

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

06:30 30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #14
『因縁も売り物です』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #16
『8時間の奇蹟』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #18
『33号機の漂流』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #20
『ノイズに憑かれた男』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #22
『長距離電話』

06:30 30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #24
『砂の上の宝』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #26
『夢の世界』

06:30

06:00 00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #13
『過ぎし日』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #15
『遠来の客』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #17
『No.22の暗示』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #19
『強いぞディングル君』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #21
『サイコロ人生』

06:00 00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #23
『幻の砂丘』

00★[HD][字][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #25
『沈黙の世界』

07:00

07:30 07:30 07:30

08:00 00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #4
『虚無の果て』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #5
『死を司る者』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #6
『カスティエルの復活』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #7
『復活した者たち』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #8
『サソリとカエル』

08:00 00[二]★[CC][新]
ウルトラマンG（グレート） リマスター版 #1
『銀色の巨人』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #6
『火星ロケットの危機』

08:00

08:30 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 #23『変化の不可避性の法則』

08:30

07:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#11
『運命の日』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#12
『ひとりぼっちのクリスマス』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#13
『生存者たち』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#14
『灯台よ 闇を照らせ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#15
『波にのまれて』

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 #13
『殺人鬼コドス』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #5
『超音ジェット機レッドアロー』

09:00

09:30 30[5.1][HD][字][新]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #1
『眠り姫事件』

30[5.1][HD][字]
ケイティ・キーン #7
『蜘蛛女のキス』

30[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#12
『謎の殺し屋』

30[5.1][HD][字]
ケイティ・キーン #7
『蜘蛛女のキス』

30[二][HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #3
『憑依の傷跡』

09:30 30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
ベター・コール・ソウル シーズン2 #3
『テキサス』

30[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#13
『諸悪の根源』

09:30

10:00 10:00 10:00

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

10:30

11:00 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 #22『母性か研究かの法則』

11:00 11:00

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30

10:30 30[5.1][終][HD][字]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #26
『はるかなる宇宙（後編）』

30[5.1][HD][字]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #4
『危険な青信号』

30[5.1]★[HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #3
『憑依の傷跡』

30[二][HD]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #5
『回りくどい殺人』

30[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #21『道徳的決断の法則』

10:30 30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
ベター・コール・ソウル シーズン2 #4
『丸腰』

30[5.1][HD][字]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #2
『孤独な音楽家』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #21
『アンダー・マイ・スキン』

12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #18
『赤いお茶』

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

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

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

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

13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #14
『女たちの戦い』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #20
『ホーンテッドマンション』

13:00

13:30 13:30 13:30

12:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #17
『ワインレッドの殺人』

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

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

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

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

12:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #13
『ペイバック』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #19
『“みんな”の仁義なき戦い』

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

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #16
『見えない手錠』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #22
『プリズンブレイク』

15:00

15:30 30★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン2 #3
『警官殺し』

30★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン2 #5
『弟と姉』

30★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン2 #7
『組合』

30★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン2 #9
『白き魔女』

30★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン2 #11
『失脚』

15:30 15:30

16:00 16:00

14:00 00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #9
『二重スパイ』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #10
『完璧な未来』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #11
『エントロピー』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #12
『あいのり』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #13
『歪んだ絆』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #15
『命の値段』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #17
『冷凍庫のミイラ』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #23
『１億匹事件』

16:00

16:30 30★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン2 #4
『壁』

30★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン2 #6
『メキシコ』

30★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン2 #8
『闇の中から』

30★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン2 #10
『真実を求めて』

30★[終][HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン2 #12
『39』

16:30 16:30

17:00 17:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #18
『オリュンポスの監視者たち』

00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #24
『仕組まれた罠』

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

18:00

18:30 30[HD]
インフォメーション

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 #22『母性か研究かの法則』

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 #23『変化の不可避性の法則』

18:30 18:30

19:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #17
『ワインレッドの殺人』

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

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

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

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

19:00 00★[字][新]
ウルトラマンG（グレート） リマスター版 #1
『銀色の巨人』

00[二][HD]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #2
『孤独な音楽家』

19:00

19:30 19:30 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 #23『変化の不可避性の法則』

19:30

18:00 00[二][終][HD]
サンダーバード ARE GO シーズン3 #26
『はるかなる宇宙（後編）』

00[二][HD]
ケイティ・キーン #7
『蜘蛛女のキス』

00[二]★[HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #3
『憑依の傷跡』

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 #21『道徳的決断の法則』

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 #22『母性か研究かの法則』

18:00 00[5.1][HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #3
『憑依の傷跡』

00[二][HD]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #5
『回りくどい殺人』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #10
『完璧な未来』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #11
『エントロピー』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #12
『あいのり』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #13
『歪んだ絆』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #14
『地下室の少女たち』

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
ベター・コール・ソウル シーズン2 #4
『丸腰』

00[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#13
『諸悪の根源』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #18
『赤いお茶』

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

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

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

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

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
ベター・コール・ソウル シーズン2 #3
『テキサス』

00[二][HD]
ケイティ・キーン #8
『選んだ家族』

22:00

22:30 22:30 22:30

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

22:00 00[二][HD][新]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #1
『眠り姫事件』

00[二]★[HD]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #2
『孤独な音楽家』

00[二]★[HD]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #5
『回りくどい殺人』

00[二]★[HD]
ケイティ・キーン #8
『選んだ家族』

00[二]★[HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#13
『諸悪の根源』

22:00 00[二][HD]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #2
『孤独な音楽家』

00[二][HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #3
『憑依の傷跡』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1][HD][字][新]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #1
『眠り姫事件』

00[5.1]★[HD][字]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #2
『孤独な音楽家』

00[5.1]★[HD][字]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #5
『回りくどい殺人』

00[5.1]★[HD][字]
ケイティ・キーン #8
『選んだ家族』

00[5.1]★[HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#13
『諸悪の根源』

24:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#10
『報復』

00[二]★[HD]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #9
『エピソード9』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][HD]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #4
『危険な青信号』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#12
『謎の殺し屋』

00[二][HD]
ケイティ・キーン #7
『蜘蛛女のキス』

00[5.1][HD][字]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #5
『回りくどい殺人』

00[5.1][HD][字]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #2
『孤独な音楽家』

23:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#9
『罪を逃れて』

00[5.1][HD][字]
ケイティ・キーン #8
『選んだ家族』

00[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン2 #10
『真実を求めて』

00[終][HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン2 #12
『39』

27:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#13
『諸悪の根源』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #5
『超音ジェット機レッドアロー』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン2 #3
『警官殺し』

00[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン2 #5
『弟と姉』

00[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン2 #7
『組合』

00[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン2 #9
『白き魔女』

00[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン2 #11
『失脚』

26:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#12
『謎の殺し屋』

00[5.1]★[HD][字]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #9
『エピソード9』

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11 #10
『完璧な未来』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #11
『エントロピー』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #12
『あいのり』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #13
『歪んだ絆』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #14
『地下室の少女たち』

25:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#11
『潜入捜査』

00[5.1][HD][字]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #5
『回りくどい殺人』

29:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #4
『虚無の果て』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #5
『死を司る者』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #6
『カスティエルの復活』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #7
『復活した者たち』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #8
『サソリとカエル』

29:00 00[二][HD]
ケイティ・キーン #8
『選んだ家族』

00[HD]
インフォメーション

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#11
『運命の日』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#12
『ひとりぼっちのクリスマス』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#13
『生存者たち』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#14
『灯台よ 闇を照らせ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#15
『波にのまれて』

28:00 00[二][HD]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #8
『エピソード8』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #6
『火星ロケットの危機』

28:00

28:30 28:30 28:30

27:00 00[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン2 #4
『壁』

00[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン2 #6
『メキシコ』

00[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン2 #8
『闇の中から』

29:00

29:30 29:30 29:30



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年2月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.02.15-2021.02.21
2021.02.15 2021.02.16 2021.02.17 2021.02.18 2021.02.19 2021.02.20 2021.02.21

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[5.1]★[HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #4
『ハロウィンの復讐』

30[二][HD]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #6
『奪われたDNA』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #6
『鏡』

06:00 00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #8
『子供の世界』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #10
『狂った太陽』

06:00

06:30 30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #28
『火星人は誰だ』

30[二]★[HD][新][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #1
『最后の二人』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #3
『生と死の世界』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #5
『栄光の報酬』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #7
『墓』

06:30 30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #9
『亡霊裁判』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #11
『魔書と南軍』

06:30

06:00 00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #27
『群集よさらば』

00[二]★[終][HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #29
『無用な男』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #2
『到着』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #4
『遠い道』

07:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#16
『バレンタインの風』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#17
『凡人になった天才たち』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#18
『まだ見ぬ命のために』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#19
『沼地のワニを追え』

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[二]★[CC][HD]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#20
『天才よ、ヒットを飛ばせ』

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 #14
『宇宙基地SOS』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #7
『スパイにねらわれた原爆』

07:00

07:30 07:30 07:30

08:00 00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #9
『ドリームウォーカー』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #10
『ウェイワード・シスターズ』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #11
『ブレーキ・ダウン』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #12
『魔導書を狙う者たち』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #13
『癒しの天使』

08:00 00[二]★[CC]
ウルトラマンG（グレート） リマスター版 #2
『凍てついた龍』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #8
『湖底の秘宝』

08:00

08:30 08:30 30[二][終][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #24『ストックホルム症候群の法則』

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 #22『母性か研究かの法則』

10:30 30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
ベター・コール・ソウル シーズン2 #6
『バリ・ハイ』

30[二][CC][HD][新]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #1
『ザ・グレイト』

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 #23『変化の不可避性の法則』

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]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #2
『孤独な音楽家』

30[5.1][HD][字]
ケイティ・キーン #8
『選んだ家族』

30[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#13
『諸悪の根源』

30[5.1][HD][字][新]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #1
『ザ・グレイト』

30[二][HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #4
『ハロウィンの復讐』

09:30 30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
ベター・コール・ソウル シーズン2 #5
『レベッカ』

30[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#14
『赤いスーツの男』

09:30

10:00 10:00 10:00

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]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#13
『諸悪の根源』

30[5.1][HD][字]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #5
『回りくどい殺人』

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

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

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

13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #2
『洗脳プログラムの秘密』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #8
『罪人の子』

11:30

12:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #3
『金庫の赤い血』

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

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

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

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

12:00 00[二]★[CC][HD][新]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #1
『過去との遭遇』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #7
『ライアーゲーム』

12:00

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】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #4
『血と骨』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #10
『学資ローンの罠』

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11 #14
『地下室の少女たち』

00[二][CC][HD]
【帯】
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]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #16
『デレク』

00[二][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #17
『砂時計』

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

14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #3
『ドッペルゲンガー殺人事件』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #9
『操られた暴走車』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #4
『血の抗争』

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

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #6
『摩天楼のスナイパー』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #12
『悪魔の要塞』

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★[HD][字][新]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #1
『誕生日の夜に』

30★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #3
『悪夢』

30★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #5
『金の流れを追え』

30★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #7
『取引』

30★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #9
『不死鳥』

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #5
『ビデオゲームの墓場』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #11
『行先は死体安置所』

16:00

16:30 30★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #2
『誤解』

30★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #4
『迫られた決断』

30★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #6
『死のギャンブル』

30★[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #8
『ゆがんだ愛情』

30★[終][HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #10
『大切な娘』

16:30

18:00

18:30 30[二]★[終][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #24『ストックホルム症候群の法則』

18:30 18:30

19:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #3
『金庫の赤い血』

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

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

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

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

19:00 00★[字]
ウルトラマンG（グレート） リマスター版 #2
『凍てついた龍』

00[二][HD]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #3
『消えた少年』

19:00

19:30 19:30 30[二][終][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #24『ストックホルム症候群の法則』

19:30

18:00 00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#13
『諸悪の根源』

00[二][HD]
ケイティ・キーン #8
『選んだ家族』

00[二]★[HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #4
『ハロウィンの復讐』

00[二][CC][HD][新]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #1
『ザ・グレイト』

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 #23『変化の不可避性の法則』

18:00 00[5.1][HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #4
『ハロウィンの復讐』

00[二][HD]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #6
『奪われたDNA』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
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]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #16
『デレク』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #17
『砂時計』

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

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

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
ベター・コール・ソウル シーズン2 #6
『バリ・ハイ』

00[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#14
『赤いスーツの男』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #4
『血の抗争』

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

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

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

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

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
ベター・コール・ソウル シーズン2 #5
『レベッカ』

00[二][HD]
ケイティ・キーン #9
『願いが叶う時』

00[5.1][HD][字]
ケイティ・キーン #9
『願いが叶う時』

22:00

22:30 22:30 22:30

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

22:00 00[二]★[CC][HD][新]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #1
『ザ・グレイト』

00[二]★[HD]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #3
『消えた少年』

00[二]★[HD]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #6
『奪われたDNA』

00[二]★[HD]
ケイティ・キーン #9
『願いが叶う時』

00[二]★[HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#14
『赤いスーツの男』

22:00 00[二][HD]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #3
『消えた少年』

00[5.1][HD][字][新]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #1
『ザ・グレイト』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字][新]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #1
『ザ・グレイト』

00[5.1]★[HD][字]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #3
『消えた少年』

00[5.1]★[HD][字]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #6
『奪われたDNA』

00[5.1]★[HD][字]
ケイティ・キーン #9
『願いが叶う時』

00[5.1]★[HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#14
『赤いスーツの男』

24:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
ケイティ・キーン #6
『ママの言葉』

00[二]★[終][HD]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #10
『エピソード10』

24:00

24:30 24:30 24:30

25:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #15
『バッジと拳銃』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #16
『デレク』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #17
『砂時計』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #18
『美しき惨事』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #19
『模倣犯』

25:00

23:00 00[二][HD]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #5
『回りくどい殺人』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#13
『諸悪の根源』

00[二][CC][HD][新]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #1
『ザ・グレイト』

00[5.1][HD][字]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #6
『奪われたDNA』

00[5.1][HD][字]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #3
『消えた少年』

23:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
ケイティ・キーン #5
『大寒波の夜』

00[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #8
『ゆがんだ愛情』

00[終][HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #10
『大切な娘』

27:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
ケイティ・キーン #9
『願いが叶う時』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #7
『スパイにねらわれた原爆』

00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
ケイティ・キーン #7
『蜘蛛女のキス』

25:00

25:30 25:30 30[5.1]★[終][HD][字]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #10
『エピソード10』

25:30

26:00 00[HD][字][新]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #1
『誕生日の夜に』

00[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #3
『悪夢』

00[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #5
『金の流れを追え』

00[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #7
『取引』

00[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #9
『不死鳥』

26:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
ケイティ・キーン #8
『選んだ家族』

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13 #9
『ドリームウォーカー』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #10
『ウェイワード・シスターズ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #11
『ブレーキ・ダウン』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #12
『魔導書を狙う者たち』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #13
『癒しの天使』

29:00 00[二][HD]
ケイティ・キーン #9
『願いが叶う時』

00[HD]
インフォメーション

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#16
『バレンタインの風』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#17
『凡人になった天才たち』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#18
『まだ見ぬ命のために』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#19
『沼地のワニを追え』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#20
『天才よ、ヒットを飛ばせ』

28:00 00[二][HD]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #9
『エピソード9』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #8
『湖底の秘宝』

28:00

28:30 28:30 28:30

27:00 00[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #2
『誤解』

00[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #4
『迫られた決断』

00[HD][字]
【帯】
MURDER IN THE FIRST／第１級殺
人 シーズン3 #6
『死のギャンブル』

29:00

29:30 29:30 29:30



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年2月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.02.22-2021.02.28
2021.02.22 2021.02.23 2021.02.24 2021.02.25 2021.02.26 2021.02.27 2021.02.28

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[5.1]★[HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #5
『悪夢を操る者』

30[二][HD]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #7
『ロシアより毒をこめて』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #20
『西部劇作法』

06:00 00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #22
『ピアノの怪』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #24
『人類に供す』

06:00

06:30 30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #13
『昔はよかった物語』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #15
『日本軍の洞窟』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #17
『水爆落ちる』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #19
『狩りの最中突然に』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #21
『真夜中の遊戯』

06:30 30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #23
『蘇ったジェフ』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #25
『星のシンデレラ』

06:30

06:00 00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #12
『ジャングルの呪い』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #14
『奇妙な奈落』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #16
『死神の訪れ』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #18
『死人の靴』

07:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#21
『リスキー・フライト』

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#22
『最後の裏切り』

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #1
『家族の絆』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #2
『虚構の愛』

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

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 #15
『おかしなおかしな遊園惑星』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #9
『死の谷』

07:00

07:30 07:30 07:30

08:00 00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #14
『最終戦争の扉』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #15
『最も聖なる人』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #16
『スクービーナチュラル』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #17
『ソロモンの封印』

00[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #18
『予期せぬ再会』

08:00 00[二]★[CC]
ウルトラマンG（グレート） リマスター版 #3
『魅入られた少年』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #10
『ピラミッドの怪』

08:00

08:30 08:30 30[二][HD][新]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #1『新婚旅行におけるスケジュール設定
の法則』

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 #23『変化の不可避性の法則』

10:30 30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
ベター・コール・ソウル シーズン2 #8
『フィフィ』

30[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #2
『ひげの自由』

10:30

11:00 00[二][終][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #24『ストックホルム症候群の法則』

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]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #3
『消えた少年』

30[5.1][HD][字]
ケイティ・キーン #9
『願いが叶う時』

30[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#14
『赤いスーツの男』

30[5.1][HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #2
『ひげの自由』

30[二][HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #5
『悪夢を操る者』

09:30 30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
ベター・コール・ソウル シーズン2 #7
『風船人形』

30[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#15
『標的にされた少女』

09:30

10:00 10:00 10:00

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]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#14
『赤いスーツの男』

30[5.1][HD][字]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #6
『奪われたDNA』

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

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

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

13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #14
『チャイナタウンの戦場』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #20
『ＤＮＡの迷宮』

11:30

12:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #13
『赤い納屋』

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

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

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

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

12:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #13
『死の幻覚キノコ』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #19
『標的のポーカー』

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】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #16
『キラー・ドッグ』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #22
『逆転の推理』

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11 #19
『模倣犯』

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

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

00[二][終][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #22
『嵐』

00[二][HD][新]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #1
『迫りくる魔の手』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #15
『大いなる遺産』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #21
『裏切りは誰の手に』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #14
『血の生き残りレース』

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

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #18
『備えあれば患いあり』

00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #24
『最後の死闘』

17:00

17:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

17:30 17:30

15:00

15:30 30[二]★[HD][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #1
『クリムゾン・キング』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #3
『タブー』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #5
『テロ対策部隊』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #7
『弟と名乗る男』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #9
『プロファイラー専科』

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #17
『ＮＹのヒーロー』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #23
『見えざる手』

16:00

16:30 30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #2
『深夜の語らい』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #4
『森の守り人』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #6
『エリオットの池』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #8
『案山子』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #10
『やつらを破壊せよ』

16:30

18:00

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

18:30 18:30

19:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #13
『赤い納屋』

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

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

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

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

19:00 00★[字]
ウルトラマンG（グレート） リマスター版 #3
『魅入られた少年』

00[二][HD]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #4
『おとぎ話の結末』

19:00

19:30 19:30 30[二][HD][新]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #1『新婚旅行におけるスケジュール設定
の法則』

19:30

18:00 00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#14
『赤いスーツの男』

00[二][HD]
ケイティ・キーン #9
『願いが叶う時』

00[二]★[HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #5
『悪夢を操る者』

00[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #2
『ひげの自由』

00[二][終][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #24『ストックホルム症候群の法則』

18:00 00[5.1][HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #5
『悪夢を操る者』

00[二][HD]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #7
『ロシアより毒をこめて』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #20
『内なる輝き』

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

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

00[二]★[HD][新]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #1
『迫りくる魔の手』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #2
『過去 現在 未来』

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
ベター・コール・ソウル シーズン2 #8
『フィフィ』

00[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#15
『標的にされた少女』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #14
『血の生き残りレース』

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

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

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

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

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
ベター・コール・ソウル シーズン2 #7
『風船人形』

00[二][HD]
ケイティ・キーン #10
『グロリア』

00[5.1][HD][字]
ケイティ・キーン #10
『グロリア』

22:00

22:30 22:30 22:30

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

22:00 00[二]★[CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #2
『ひげの自由』

00[二]★[HD]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #4
『おとぎ話の結末』

00[二]★[HD]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #7
『ロシアより毒をこめて』

00[二]★[HD]
ケイティ・キーン #10
『グロリア』

00[二]★[HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#15
『標的にされた少女』

22:00 00[二][HD]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #4
『おとぎ話の結末』

00[5.1][HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #2
『ひげの自由』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #2
『ひげの自由』

00[5.1]★[HD][字]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #4
『おとぎ話の結末』

00[5.1]★[HD][字]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #7
『ロシアより毒をこめて』

00[5.1]★[HD][字]
ケイティ・キーン #10
『グロリア』

00[5.1]★[HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#15
『標的にされた少女』

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][新]
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィ
ジー編 #1
『運命の出会いへの第一歩』

24:00

24:30 24:30 24:30

25:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #20
『内なる輝き』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #21
『悪魔の背骨』

00★[終][HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #22
『嵐』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #1
『迫りくる魔の手』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #2
『過去 現在 未来』

25:00

23:00 00[二][HD]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #6
『奪われたDNA』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#14
『赤いスーツの男』

00[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #2
『ひげの自由』

00[5.1][HD][字]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #7
『ロシアより毒をこめて』

00[5.1][HD][字]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #4
『おとぎ話の結末』

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』

28:30

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』

25:00
05[5.1][HD][字]
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY ファイナル・シーズン #7
『ロシアより毒をこめて』

25:30 25:30 25:30

26:00 00★[HD][字][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #1
『クリムゾン・キング』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #3
『タブー』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #5
『テロ対策部隊』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #7
『弟と名乗る男』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #9
『プロファイラー専科』

26:00 00[5.1][終][HD][字]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #10
『エピソード10』

00[5.1][HD][字]
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #4
『おとぎ話の結末』

26:00

26:30 26:30 26:30

27:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #2
『深夜の語らい』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #4
『森の守り人』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #6
『エリオットの池』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #8
『案山子』

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13 #14
『最終戦争の扉』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #15
『最も聖なる人』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #16
『スクービーナチュラル』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #17
『ソロモンの封印』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #18
『予期せぬ再会』

29:00 00[二][HD]
ケイティ・キーン #10
『グロリア』

00[HD]
インフォメーション

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #10
『やつらを破壊せよ』

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #9
『死の谷』

27:00

27:30 27:30 30[二][終][HD]
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #10
『エピソード10』

27:30

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#21
『リスキー・フライト』

00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
SCORPION／スコーピオン シーズン4
#22
『最後の裏切り』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #1
『母の復活』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #2
『マンマ・ミーヤ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #3
『憑依の代償』

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #10
『ピラミッドの怪』

28:00

28:30 28:30


