スーパー！ドラマＴＶ 番組表 2021年3月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.03.01-2021.03.07

2021.03.01
月

2021.03.02
火

2021.03.03
水

2021.03.04
木

2021.03.05
金

06:00

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #26
『消えた少女』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #28
『リトル・ピープル』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #30
『ほら吹きフリスビィ』

00★[HD][字][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #32
『天よりの使者』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #34
『亡き母の招き』

06:00

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #36
『みならい天使』

06:30

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #27
『自分を探す男』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #29
『悪意の果て』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #31
『たそがれの賭け』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #33
『生きている人形』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #35
『ロボットの歌』

06:30

30[二]★[終][HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #37
『栄光ある引退』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #5
『母と子』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #6
『よみがえり』

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

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

07:00 00[多]★[CC][HD][解]

07:00 00[二]★[CC][HD]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #4
07:30 『失われた痛み』

2021.03.06
土

宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン1 HD版 #16
07:30 『ゴリラの惑星』

08:00 00[二]★[HD]

08:00
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[終][HD]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #19 スーパーナチュラル シーズン13 #20 スーパーナチュラル シーズン13 #21 スーパーナチュラル シーズン13 #22 スーパーナチュラル シーズン13 #23
08:30 『バタフライ・エフェクト』
08:30
『ガブリエルの覚悟』
『７度目の死』
『異次元からの脱出』
『究極の選択』

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

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #11
『ロケット“太陽号”の危機』

07:00

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #12
『原子力機ファイアーフラッシュ号の
危機』

08:00

00[HD]
インフォメーション

09:00

07:30

08:30

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

09:30 30[5.1][HD][字]

30[5.1][HD][字]
ケイティ・キーン #10
『グロリア』

30[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』

30[5.1][HD][字]
30[二][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々 スーパーナチュラル シーズン14 #6
真実の物語～ #3
『ホラーな初恋』
『そして陛下、あなたはピョートル大帝
ではありません』

30[5.1]★[HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #6
『ホラーな初恋』

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 #8
『ミス・ライアー』

30[二][終][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #24
『ストックホルム症候群の法則』
00[二][HD][新]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #1
『新婚旅行におけるスケジュール設定の法則』

10:30 30[二]★[終][CC][HD]

NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#15
11:00 『標的にされた少女』

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 #7
『ロシアより毒をこめて』

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

12:00 00[二]★[CC][HD][新]

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

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

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

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

12:00 00★[HD][字][新]

00★[HD][字]
【全話一挙放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #7
『撲殺された美術商の謎』

12:00

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

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

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

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

13:00 00★[HD][字]

13:00

【全話一挙放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
13:30 シーズン1 #2
『死を招くデートの謎』

00★[HD][字]
【全話一挙放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #8
『パーティーバス殺人の謎』

14:00 00★[HD][字]
00[二][HD]
00[二][HD]
00[二][HD]
00[二][HD]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
14:30 11 #2
14:30 シーズン1 #3
11 #3
11 #4
11 #5
11 #6
『過去 現在 未来』
『パイロット志願兵』
『古き友の遺志』
『苦い記憶』
『ボーリンの信念』
『思い出のバーの謎』

00★[HD][字]
【全話一挙放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #9
『老夫婦と遺言書の謎』

14:00

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

15:30 30[二]★[HD]

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #13
『スペンサー』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #15
『獄中の洗礼』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #17
『昼と夜の狭間』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #19
『砂漠の処刑場』

00★[HD][字]
【全話一挙放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #10
『ある不妊治療医の謎』

16:00

【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #12
17:00 『よき夫』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #14
『制御不能』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #16
『ボーン・クラッシャー』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #18
『ヘルズ・キッチン』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #20
『忘れじの人』

00★[HD][字]
【全話一挙放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #11
『冷凍されたコックの謎』

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

00★[HD][字]
【全話一挙放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #12
『不審な死と火事の謎』

18:00 00[二][HD]

00[二][HD]
ケイティ・キーン #10
『グロリア』

00[二]★[HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #6
『ホラーな初恋』

00[二][HD][新]
18:00 00[5.1][HD][字]
00[二][CC][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
THE GREAT ～エカチェリーナの時々 ナル・シーズン #1
スーパーナチュラル シーズン14 #6
『新婚旅行におけるスケジュール設定の法則』
真実の物語～ #3
『ホラーな初恋』
30[二]★[HD]
『そして陛下、あなたはピョートル大帝 ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ 18:30
ナル・シーズン #2
ではありません』

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 #8
『ミス・ライアー』

18:00

00[二][HD]
インスティンクト -異常犯罪捜査シーズン2 #5
『拷問は蜜の味』

19:00

10:30 30[5.1][HD][字]

【帯】
メンタリスト シーズン6 #1
12:30 『砂漠のバラ』
13:00 00[二]★[CC][HD]

【帯】
メンタリスト シーズン6 #2
13:30 『黒い翼の赤い鳥』

09:00 00[HD]
インフォメーション

06:00
00[二]★[HD][新][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン4 HD版 #1
06:30
『おのれの影』

09:00 00[HD]
インフォメーション

インスティンクト -異常犯罪捜査シーズン2 #4
10:00 『おとぎ話の結末』

00[HD]
インフォメーション

00[二]★[CC]
ウルトラマンG（グレート） リマスター版 #4
『デガンジャの風』

2021.03.07
日

09:30 30[二]★[CC][HD]

30[二][HD]
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
ベター・コール・ソウル シーズン2 #9 #16
10:00 『大成功』
『プライドと偏見』

16:30 30[二]★[HD]

NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#15
18:30 『標的にされた少女』

10:00

10:30
30[二][CC][HD]
【2話連続放送】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
ベター・コール・ソウル シーズン2 #10 真実の物語～ #3
11:00 『引き金』
『そして陛下、あなたはピョートル大帝 11:00
ではありません』

【全話一挙放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
12:30 シーズン1 #1
『狙われた実業家の謎』

14:00 00[二][HD]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #11
16:00 『陥没』

09:30

15:00 00★[HD][字]

【全話一挙放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
15:30 シーズン1 #4
『不倫スキャンダルの謎』
16:00 00★[HD][字]

【全話一挙放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
16:30 シーズン1 #5
『スペースシェアリングの謎』
17:00 00★[HD][字]

【全話一挙放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
17:30 シーズン1 #6
『血に染まるランウェイの謎』

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

『結婚プレゼント解明の法則』

19:00 00★[HD][字][新]

【帯】
メンタリスト シーズン6 #1
19:30 『砂漠のバラ』
20:00 00★[HD][字]

【帯】
メンタリスト シーズン6 #2
20:30 『黒い翼の赤い鳥』

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

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

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

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #9
『青い楽園』

19:00

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

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 #2
『結婚プレゼント解明の法則』

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

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン6 #6
『地獄の炎』

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

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

20:00 00[5.1]★[HD][字]

00[二][HD]
【2話連続放送】
ケイティ・キーン #11
ベター・コール・ソウル シーズン2 #9 『ありのままの姿』
20:30 『大成功』

21:00 00[二]★[HD]

21:00 00[5.1]★[終][HD][字]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[5.1][HD][字]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
ベター・コール・ソウル シーズン2 #10 #16
21:30 11 #3
21:30
11 #4
11 #5
11 #6
11 #7
『引き金』
『プライドと偏見』
『パイロット志願兵』
『古き友の遺志』
『苦い記憶』
『ボーリンの信念』
『固い友情』
22:00 00[二]★[CC][HD]

00[二]★[HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々 インスティンクト -異常犯罪捜査真実の物語～ #3
シーズン2 #5
22:30 『そして陛下、あなたはピョートル大帝 『拷問は蜜の味』
ではありません』
55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリスト 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 #7
23:30 『ロシアより毒をこめて』

22:00 00[二][HD]

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 #8
『ミス・ライアー』

00[二]★[HD]
ケイティ・キーン #11
『ありのままの姿』

00[二]★[HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#16
『プライドと偏見』

55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリスト ナビ！

55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリスト ナビ！

55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリスト ナビ！

55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリスト ナビ！

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』

00[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #3
『そして陛下、あなたはピョートル大帝
ではありません』

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 #8
『ミス・ライアー』

00[5.1][HD][字]
インスティンクト -異常犯罪捜査シーズン2 #5
『拷問は蜜の味』

23:00 00[二]★[HD]

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 #8
『ミス・ライアー』

00[5.1]★[HD][字]
ケイティ・キーン #11
『ありのままの姿』

00[5.1]★[HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#16
『プライドと偏見』

24:00 00[二]★[HD]

24:00 00[5.1]★[HD][字]

00[5.1]★[HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々 インスティンクト -異常犯罪捜査真実の物語～ #3
シーズン2 #5
24:30 『そして陛下、あなたはピョートル大帝 『拷問は蜜の味』
ではありません』

インスティンクト -異常犯罪捜査シーズン2 #5
22:30 『拷問は蜜の味』
55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリスト ナビ！

【キャッチアップ】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
23:30 NY ファイナル・シーズン #5
『回りくどい殺人』
【キャッチアップ】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
24:30 NY ファイナル・シーズン #6
『奪われたDNA』

25:00 00[5.1]★[HD][字]

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00
00[5.1][HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #3
『そして陛下、あなたはピョートル大帝 22:30
ではありません』
55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリスト ナビ！

00[5.1][HD][字]
ケイティ・キーン #11
『ありのままの姿』

23:00

23:30

24:00
00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA 水着で恋するフィ
ジー編 #2
24:30
『「超過手荷物」大作戦』

25:00 00[二]★[HD]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【キャッチアップ】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
25:30 11 #3
25:30
11 #4
11 #5
11 #6
11 #7
NY ファイナル・シーズン #7
『パイロット志願兵』
『古き友の遺志』
『苦い記憶』
『ボーリンの信念』
『固い友情』
『ロシアより毒をこめて』

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 #8
『ミス・ライアー』

25:00

26:00 00★[HD][字]

00[5.1][HD][字]
インスティンクト -異常犯罪捜査シーズン2 #5
『拷問は蜜の味』

26:00

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #11
『ロケット“太陽号”の危機』

27:00

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #12
『原子力機ファイアーフラッシュ号の
危機』

28:00

00[HD]
インフォメーション

29:00

【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #11
26:30 『陥没』
27:00 00★[HD][字]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #12
27:30 『よき夫』
28:00 00[5.1]★[HD][字]

【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #4
28:30 『呪われた家族』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #13
『スペンサー』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #15
『獄中の洗礼』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #17
『昼と夜の狭間』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #19
『砂漠の処刑場』

26:00 00[二]★[HD]

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #14
『制御不能』

00★[HD][字]
【帯】
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★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #18
『ヘルズ・キッチン』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #20
『忘れじの人』

27:00 00★[HD][字][新]

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #5
『トゥーレ再び』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #6
『エイサのお葬式』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #7
『ルシファー ザ・ロックスター』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #8
『大統領ルシファー』

28:00 00★[HD][字]

29:00 00[5.1]★[HD][字]

【キャッチアップ】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
26:30 NY ファイナル・シーズン #8
『ミス・ライアー』
【2話連続放送】
イン・ザ・ダーク #1
27:30 『帰郷』

【2話連続放送】
イン・ザ・ダーク #2
28:30 『心に巣食う闇』

29:00 00[二][HD]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
ケイティ・キーン #11
スーパーナチュラル シーズン13 #19 スーパーナチュラル シーズン13 #20 スーパーナチュラル シーズン13 #21 スーパーナチュラル シーズン13 #22 スーパーナチュラル シーズン13 #23
『ありのままの姿』
29:30 『バタフライ・エフェクト』
29:30
『ガブリエルの覚悟』
『７度目の死』
『異次元からの脱出』
『究極の選択』

[二]:二カ国語
[多]:音声多重
[吹]:吹き替え
[新]:新番組
[終]:終了番組

★:初回放送枠
[字]:オープンキャプション
[HD]:ハイビジョン
[解]:解説放送
[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。

[B&W]:モノクロ
[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
[CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕

25:30

26:30

27:30

28:30

29:30

スーパー！ドラマＴＶ 番組表 2021年3月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.03.08-2021.03.14

2021.03.08
月

2021.03.09
火

2021.03.10
水

2021.03.11
木

2021.03.12
金

2021.03.13
土

2021.03.14
日

06:00 00[二]★[HD][B&W]

06:00 00[二]★[HD][B&W]
06:00
00[二]★[HD][B&W]
00[二]★[HD][B&W]
00[二]★[HD][B&W]
00[二]★[HD][B&W]
00[二]★[HD][B&W]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
ミステリーゾーン シーズン4 HD版 #2 ミステリーゾーン シーズン4 HD版 #3 ミステリーゾーン シーズン4 HD版 #4 ミステリーゾーン シーズン4 HD版 #5 ミステリーゾーン シーズン4 HD版 #6
ミステリーゾーン シーズン4 HD版 #7 ミステリーゾーン シーズン4 HD版 #8
06:30 『海底の墳墓』
06:30
06:30
『幻の谷間』
『暗闇の男』
『物云わぬ少女』
『幻の宇宙船』
『夜の女豹』
『人形の家で』
07:00 00[二]★[CC][HD]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #9
07:30 『死の行軍』

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

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

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

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #13
『愛しきナンバー８』

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 #17
07:30 『ゴトス星の怪人』

08:00

00[二]★[CC][HD][新]【帯】
00[二]★[CC][HD]【帯】
00[二]★[CC][HD]【帯】
00[二]★[CC][HD]【帯】
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 ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ 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』
ン9 #3『独身さよならパーティーの悲劇の法則』
ン9 #5『エクササイズ導入の法則』
ン9 #7『スポックの影響の法則』
ン9 #9『プラトニックな恋愛の法則』

08:00

00[二]★[CC]
ウルトラマンG（グレート） リマスター版 #5
『悪夢からの使い』

08:30

30[二]★[CC][HD]【帯】
30[二]★[CC][HD]【帯】
30[二]★[CC][HD]【帯】
30[二]★[CC][HD]【帯】
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 ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ 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』
ン9 #4『2003年をインストールの法則』
ン9 #6『ヘリウムを手に入れろ！の法則』
ン9 #8『デート観察の法則』
ン9 #10『頭から離れないあの歌の正体の法則』

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 #3『最適な家族計画の法則』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #14
『原子炉の危機』

08:00

00[HD]
インフォメーション

09:00

07:30

08:30

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

09:30 30[5.1][HD][字]

30[5.1][HD][字]
ケイティ・キーン #11
『ありのままの姿』

30[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#16
『プライドと偏見』

30[5.1][HD][字]
30[二][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々 スーパーナチュラル シーズン14 #7
真実の物語～ #4
『半分天使の命』
『モスクワのラバ(モスコー・ミュール)』

30[5.1]★[HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #7
『半分天使の命』

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 #9
『名犬オリー』

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

10:30 30[二]★[HD]

NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#16
11:00 『プライドと偏見』

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 #8
『ミス・ライアー』

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

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]★[CC][HD]

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

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

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 #19
『茶色い目の少女たち』

12:00 00★[HD][字]

00★[HD][字]
【全話一挙放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #18
『沈んだ水兵の謎』

12:00

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 #16
『すみれの花束』

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 #20
『白いテーブル』

13:00 00★[HD][字]

13:00

【全話一挙放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
13:30 シーズン1 #14
『倒れたボクサーの謎』

00★[HD][字]
【全話一挙放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #19
『危険なトーナメントの謎』

14:00 00★[HD][字]
00[二][HD]
00[二][HD]
00[二][HD]
00[二][HD]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
14:30 11 #7
14:30 シーズン1 #15
11 #8
11 #9
11 #10
11 #11
『固い友情』
『アリバイを崩せ』
『分析官ビショップ』
『魔の三重奏』
『クリスマスの訪問者』
『魅惑的なシッターの謎』

00★[HD][字]
【全話一挙放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #20
『宙を舞ったクラブ男の謎』

14:00

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

15:30 30[二]★[HD]

30[二]★[HD][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #1
『出発』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #3
『ブルー・エンジェル』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #5
『ラッキー・ストライク』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #7
『千の切り傷』

00★[HD][字]
【全話一挙放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #21
『プロム殺人の謎』

16:00

【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #22
17:00 『レッドライト』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #2
『黄色いスーツケース』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #4
『キラー・アプリ』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #6
『シェルター』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #8
『ネオンと銃弾』

00★[終][HD][字]
【全話一挙放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #22
『商店発砲事件の謎』

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

00★[HD][字][新]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 先行プレミア放送 #1
『さらわれた少年の謎』

18:00 00[二][HD]

00[二][HD]
ケイティ・キーン #11
『ありのままの姿』

00[二]★[HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #7
『半分天使の命』

00[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #4
『モスクワのラバ(モスコー・ミュール)』

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 #2
『結婚プレゼント解明の法則』
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 #3
『最適な家族計画の法則』

18:00 00[5.1][HD][字]

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 #9
『名犬オリー』

18:00

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

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

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 #19
『茶色い目の少女たち』

19:00

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

19:00

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 #3
『最適な家族計画の法則』

00[二][HD]
インスティンクト -異常犯罪捜査シーズン2 #6
『殺人は芸術？』

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

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

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 #20
『白いテーブル』

20:00 00[5.1]★[HD][字][新]

10:30 30[5.1][HD][字]

【帯】
メンタリスト シーズン6 #11
12:30 『白線』
13:00 00[二]★[CC][HD]

【帯】
メンタリスト シーズン6 #12
13:30 『金のハンマー』

09:00 00[HD]
インフォメーション

07:00

09:00 00[HD]
インフォメーション

インスティンクト -異常犯罪捜査シーズン2 #5
10:00 『拷問は蜜の味』

00[HD]
インフォメーション

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #13
『死の大金庫』

09:30 30[二]★[HD][新]

30[二][HD]
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
ベター・コール・ソウル シーズン3 #1 #17
10:00 『メイベル』
『偏見の狭間で』

16:30 30[二]★[終][HD]

NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#16
18:30 『プライドと偏見』
19:00 00★[HD][字]

【帯】
メンタリスト シーズン6 #11
19:30 『白線』
20:00 00★[HD][字]

【帯】
メンタリスト シーズン6 #12
20:30 『金のハンマー』

【全話一挙放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
12:30 シーズン1 #13
『若き売人の謎』

15:00 00★[HD][字]

【全話一挙放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
15:30 シーズン1 #16
『失血死した元妻の謎』
16:00 00★[HD][字]

【全話一挙放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
16:30 シーズン1 #17
『毒殺されたインターンの謎』
17:00 00[5.1][HD][字]

インスティンクト -異常犯罪捜査シーズン2 #6
17:30 『殺人は芸術？』

18:30

スーパーナチュラル シーズン14 #7
『半分天使の命』

00[二][HD]
【2話連続放送】
ケイティ・キーン #12
ベター・コール・ソウル シーズン3 #1 『チェイン・オブ・フールズ』
20:30 『メイベル』

21:00 00[二]★[HD]

21:00 00[5.1]★[HD][字]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[5.1][HD][字]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
ベター・コール・ソウル シーズン3 #2 #17
21:30 11 #8
21:30
11 #9
11 #10
11 #11
11 #12
『目撃者』
『偏見の狭間で』
『アリバイを崩せ』
『分析官ビショップ』
『魔の三重奏』
『クリスマスの訪問者』
『殺しの連鎖』
22:00 00[二]★[CC][HD]

00[二]★[HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々 インスティンクト -異常犯罪捜査真実の物語～ #4
シーズン2 #6
22:30 『モスクワのラバ(モスコー・ミュール)』 『殺人は芸術？』
55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリスト 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 #8
23:30 『ミス・ライアー』

22:00 00[二][HD]

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 #9
『名犬オリー』

00[二]★[HD]
ケイティ・キーン #12
『チェイン・オブ・フールズ』

00[二]★[HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#17
『偏見の狭間で』

55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリスト ナビ！

55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリスト ナビ！

55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリスト ナビ！

55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリスト ナビ！

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#16
『プライドと偏見』

00[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #4
『モスクワのラバ(モスコー・ミュール)』

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 #9
『名犬オリー』

00[5.1][HD][字]
インスティンクト -異常犯罪捜査シーズン2 #6
『殺人は芸術？』

23:00 00[二]★[HD]

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 #9
『名犬オリー』

00[5.1]★[HD][字]
ケイティ・キーン #12
『チェイン・オブ・フールズ』

00[5.1]★[HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#17
『偏見の狭間で』

24:00 00[二]★[HD]

24:00 00[5.1]★[HD][字]

00[5.1]★[HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々 インスティンクト -異常犯罪捜査真実の物語～ #4
シーズン2 #6
24:30 『モスクワのラバ(モスコー・ミュール)』 『殺人は芸術？』

10:00

10:30
30[二][CC][HD]
【2話連続放送】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
ベター・コール・ソウル シーズン3 #2 真実の物語～ #4
11:00 『目撃者』
『モスクワのラバ(モスコー・ミュール)』 11:00

14:00 00[二][HD]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #21
16:00 『グリーンライト』

09:30

インスティンクト -異常犯罪捜査シーズン2 #6
22:30 『殺人は芸術？』
55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリスト ナビ！

【キャッチアップ】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
23:30 #14
『赤いスーツの男』
【キャッチアップ】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
24:30 #15
『標的にされた少女』

25:00 00[5.1]★[HD][字]

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00
00[5.1][HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #4
『モスクワのラバ(モスコー・ミュール)』 22:30
55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリスト ナビ！

00[5.1][HD][字]
ケイティ・キーン #12
『チェイン・オブ・フールズ』

23:00

23:30

24:00
00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA 水着で恋するフィ
ジー編 #3
24:30
『イケメン参入で大波乱』

25:00 00[二]★[HD]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【キャッチアップ】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
25:30 11 #8
25:30
11 #9
11 #10
11 #11
11 #12
#16
『アリバイを崩せ』
『分析官ビショップ』
『魔の三重奏』
『クリスマスの訪問者』
『殺しの連鎖』
『プライドと偏見』

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 #9
『名犬オリー』

25:00

26:00 00★[HD][字]

00[5.1][HD][字]
インスティンクト -異常犯罪捜査シーズン2 #6
『殺人は芸術？』

26:00

27:00

【2話連続放送】
イン・ザ・ダーク #3
27:30 『疑惑』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #13
『死の大金庫』

28:00 00★[終][HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【2話連続放送】
スーパーナチュラル シーズン12 #10 スーパーナチュラル シーズン12 #11 スーパーナチュラル シーズン12 #12 スーパーナチュラル シーズン12 #13
イン・ザ・ダーク #4
28:30 『代償』
『古き日の遺恨』
『忘却の呪い』
『レザボア・ハンターズ』
『さまよえる息子たち』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #14
『原子炉の危機』

28:00

00★[字][新][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #1
『テックス登場の巻』

00★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #3
『ペドロの悪だくみの巻』

00★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #5
『一日だけの保安官の巻』

00★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #7
『おしおきされたペドロの巻』

00★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #9
『鉄砲の密輸の巻』

29:00 00[二][HD]

00[HD]
インフォメーション

29:00

30★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #2
『ハガティ先生の誘拐の巻』

30★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #4
『ペドロの改心の巻』

30★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #6
『先住民の襲撃の巻』

30★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #8
『ダスティ副保安官の巻』

30★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #10
『ペドロの有料道路の巻』

29:30

[二]:二カ国語
[多]:音声多重
[吹]:吹き替え
[新]:新番組
[終]:終了番組

★:初回放送枠
[字]:オープンキャプション
[HD]:ハイビジョン
[解]:解説放送
[映]:映画

[B&W]:モノクロ
[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
[CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕

【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #21
26:30 『グリーンライト』
27:00 00★[終][HD][字]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン12 #22
27:30 『レッドライト』
28:00 00[5.1]★[HD][字]

【帯】
スーパーナチュラル シーズン12 #9
28:30 『脱獄の代償』
29:00

29:30

00★[HD][字][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #1
『出発』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #3
『ブルー・エンジェル』

00★[HD][字]
【帯】
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★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #7
『千の切り傷』

26:00 00[二]★[HD]

00★[HD][字]
【帯】
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★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #4
『キラー・アプリ』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #6
『シェルター』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #8
『ネオンと銃弾』

27:00 00★[HD][字]

※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。

【キャッチアップ】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
26:30 #17
『偏見の狭間で』

ケイティ・キーン #12
『チェイン・オブ・フールズ』

25:30

26:30

27:30

28:30

29:30

スーパー！ドラマＴＶ 番組表 2021年3月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.03.15-2021.03.21

2021.03.15
月

2021.03.16
火

06:00 00[二]★[HD][B&W]

2021.03.17
水

2021.03.18
木

2021.03.19
金

2021.03.20
土

00[二]★[HD][B&W]
【帯】
【帯】
ミステリーゾーン シーズン4 HD版 #9 ミステリーゾーン シーズン4 HD版
06:30 『魅いられた男』
#10
『歴史のかきかえ』

00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン4 HD版
#11
『宇宙飛行士の幻想』

00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン4 HD版
#12
『四つめの願い』

00★[HD][字][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン4 HD版
#13
『陳列された目』

06:00 00[二]★[HD][B&W]

07:00 00[二]★[CC][HD]

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #16
『つぐない』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #17
『禁断の果実』

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

07:00 00[多]★[CC][HD][解]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #14
07:30 『罪と罰』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #15
『殺人キャンペーン』

【帯】
ミステリーゾーン シーズン4 HD版
06:30 #14
『再び故郷へ』
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン1 HD版 #18
07:30 『怪獣ゴーンとの対決』

08:00

00[二]★[CC][HD]【帯】
00[二]★[CC][HD]【帯】
00[二]★[CC][HD]【帯】
00[二]★[CC][HD]【帯】
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 ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ 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』
ン9 #13『最適な思いやりの法則』
ン9 #15『バレンタインの若気の至りの法則』
ン9 #17『シェルドンを祝う方法の法則』
ン9 #19『買い出しと言い訳の法則』

08:00

00[二]★[CC]
ウルトラマンG（グレート） リマスター版 #6
『悪夢との決着』

08:30

30[二]★[CC][HD]【帯】
30[二]★[CC][HD]【帯】
30[二]★[CC][HD]【帯】
30[二]★[CC][HD]【帯】
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 ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ 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』
ン9 #14『ばあば、来(きた)るの法則』
ン9 #16『うれしさと不安の法則』
ン9 #18『特許申請の法則』
ン9 #20『山小屋で過ごす週末の法則』

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 #4『タムと宿敵リストの法則』

06:00

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #15
『世界一のビルの大火災』

07:00

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #16
『にせ者にご注意』

08:00

00[HD]
インフォメーション

09:00

06:30

07:30

08:30

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

09:30 30[5.1][HD][字]

30[5.1][HD][字]
ケイティ・キーン #12
『チェイン・オブ・フールズ』

30[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#17
『偏見の狭間で』

30[5.1][HD][字]
30[二][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々 スーパーナチュラル シーズン14 #8
真実の物語～ #5
『ジャックの魂』
『戦争と嘔吐』

30[5.1]★[HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #8
『ジャックの魂』

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 #10
『路地裏の美女』

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 #2
『結婚プレゼント解明の法則』
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 #3
『最適な家族計画の法則』

10:30 30[二]★[HD]

NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#17
11:00 『偏見の狭間で』

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 #9
『名犬オリー』

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

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]★[CC][HD]

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 #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 #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 #7
『小さな黄色い家』

12:00 00[二]★[CC][HD][新]

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5 #7
『二度殺された男』

12:00

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 #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 #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 #8
『白煙の向こう』

13:00 00[二]★[CC][HD]

13:00

【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
13:30 NY シーズン5 #2
『連城の璧（れんじょうのたま）』

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5 #8
『ソーセージができるまで』

14:00 00[二]★[CC][HD]
00[二][HD]
00[二][HD]
00[二][HD]
00[二][HD]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
14:30 11 #12
14:30 NY シーズン5 #3
11 #13
11 #14
11 #15
11 #16
『殺しの連鎖』
『報復の犠牲』
『勝負の分かれ目』
『偽りの防弾』
『将校に化けた男』
『結婚のシナリオ』

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5 #9
『縄張りのならわし』

14:00

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

15:30 30[二]★[HD]

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #11
『ある町の秘密』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #13
『杖とヘビ』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #15
『シェアハウスの殺人』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #17
『殺人ピエロ』

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5 #10
『死の処方箋』

16:00

【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #10
17:00 『水没』

30[二]★[HD]
【帯】
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』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #14
『瘴気』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #16
『最後の抵抗』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #18
『愛のダンス』

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5 #11
『かごの鳥』

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

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5 #12
『ピエロが眠る森』

18:00 00[二][HD]

00[二][HD]
ケイティ・キーン #12
『チェイン・オブ・フールズ』

00[二]★[HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #8
『ジャックの魂』

00[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #5
『戦争と嘔吐』

00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #3
『最適な家族計画の法則』
30[二]★[HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #4
『タムと宿敵リストの法則』

18:00 00[5.1][HD][字]

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 #10
『路地裏の美女』

18:00

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 #3
『オレンジブロッサム・アイス』

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 #7
『小さな黄色い家』

19:00

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

19:00

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 #4
『タムと宿敵リストの法則』

00[二][HD]
インスティンクト -異常犯罪捜査シーズン2 #7
『危険な遊戯』

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 #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 #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 #8
『白煙の向こう』

20:00 00[5.1]★[HD][字]

10:30 30[5.1][HD][字]

【帯】
メンタリスト シーズン6 #21
12:30 『黒い取引』
13:00 00[二]★[終][CC][HD]

【帯】
メンタリスト シーズン6 #22
13:30 『青い鳥』

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン4 HD版
#15
『落ちた時計』

09:00 00[HD]
インフォメーション

インスティンクト -異常犯罪捜査シーズン2 #6
10:00 『殺人は芸術？』

00[HD]
インフォメーション

2021.03.21
日

09:30 30[二]★[HD]

30[二][HD]
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
ベター・コール・ソウル シーズン3 #3 #18
10:00 『乗りかかった船』
『生まれ変わった女』

16:30 30[二]★[HD]

NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#17
18:30 『偏見の狭間で』
19:00 00★[HD][字]

【帯】
メンタリスト シーズン6 #21
19:30 『黒い取引』
20:00 00★[終][HD][字]

【帯】
メンタリスト シーズン6 #22
20:30 『青い鳥』

【全話一挙放送】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
12:30 NY シーズン5 #1
『過去の漂白』

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
15:30 NY シーズン5 #4
『空を盗んだ男』
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
16:30 NY シーズン5 #5
『天使を追いかけて』
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
17:30 NY シーズン5 #6
『嫌な知らせ』

18:30

スーパーナチュラル シーズン14 #8
『ジャックの魂』

00[二][終][HD]
【2話連続放送】
ケイティ・キーン #13
ベター・コール・ソウル シーズン3 #3 『誰かのために』
20:30 『乗りかかった船』

21:00 00[二]★[HD]

21:00 00[5.1]★[HD][字]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[5.1][HD][字]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
ベター・コール・ソウル シーズン3 #4 #18
21:30 11 #13
21:30
11 #14
11 #15
11 #16
11 #17
『サブロシート』
『生まれ変わった女』
『報復の犠牲』
『勝負の分かれ目』
『偽りの防弾』
『将校に化けた男』
『男の覚悟』
22:00 00[二]★[CC][HD]

00[二]★[HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々 インスティンクト -異常犯罪捜査真実の物語～ #5
シーズン2 #7
22:30 『戦争と嘔吐』
『危険な遊戯』
55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリスト 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 #9
23:30 『名犬オリー』

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 #10
『路地裏の美女』

00[二]★[終][HD]
ケイティ・キーン #13
『誰かのために』

00[二]★[HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#18
『生まれ変わった女』

55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリスト ナビ！

55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリスト ナビ！

55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリスト ナビ！

55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリスト ナビ！

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#17
『偏見の狭間で』

00[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #5
『戦争と嘔吐』

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 #10
『路地裏の美女』

00[5.1][HD][字]
インスティンクト -異常犯罪捜査シーズン2 #7
『危険な遊戯』

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 #10
『路地裏の美女』

00[5.1]★[終][HD][字]
ケイティ・キーン #13
『誰かのために』

00[5.1]★[HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#18
『生まれ変わった女』

24:00 00[5.1]★[HD][字]

00[5.1]★[HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々 インスティンクト -異常犯罪捜査真実の物語～ #5
シーズン2 #7
24:30 『戦争と嘔吐』
『危険な遊戯』

10:00

10:30
30[二][CC][HD]
【2話連続放送】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
ベター・コール・ソウル シーズン3 #4 真実の物語～ #5
11:00 『サブロシート』
11:00
『戦争と嘔吐』

14:00 00[二][HD]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #9
16:00 『ロズウェルでの対話』

09:30

22:00 00[二][HD]

インスティンクト -異常犯罪捜査シーズン2 #7
22:30 『危険な遊戯』
55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリスト ナビ！
23:00 00[二][HD]
23:30

スーパーナチュラル シーズン14 #8
『ジャックの魂』

24:00 55★[HD][字][新]

ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #1
『手段を選ばず』

24:30

25:00 00[5.1]★[HD][字]

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00
00[5.1][HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #5
22:30
『戦争と嘔吐』
55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリスト ナビ！

00[5.1][終][HD][字]
ケイティ・キーン #13
『誰かのために』

23:00

23:30

24:00
00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA 水着で恋するフィ
ジー編 #4
24:30
『ガールパワー全開』

25:00 00★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #2
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
『敵と味方』
25:30 11 #13
25:30
11 #14
11 #15
11 #16
11 #17
『報復の犠牲』
『勝負の分かれ目』
『偽りの防弾』
『将校に化けた男』
『男の覚悟』

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 #10
『路地裏の美女』

25:00

26:00 00★[HD][字]

00[5.1][HD][字]
インスティンクト -異常犯罪捜査シーズン2 #7
『危険な遊戯』

26:00

27:00

ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #4
『偉大なる男』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #15
『世界一のビルの大火災』

28:00 00★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #5
スーパーナチュラル シーズン12 #14 スーパーナチュラル シーズン12 #15 スーパーナチュラル シーズン12 #16 スーパーナチュラル シーズン12 #17 スーパーナチュラル シーズン12 #18
『せめぎ合い』
28:30 『バンパイアの反撃』
28:30
『天使と悪魔の計画』
『奇跡の少女』
『ミックのトラウマ』
『それぞれの遺産』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #16
『にせ者にご注意』

28:00

00[HD]
インフォメーション

29:00

【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #9
26:30 『ロズウェルでの対話』
27:00 00★[HD][字]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #10
27:30 『水没』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #11
『ある町の秘密』

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

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #15
『シェアハウスの殺人』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #17
『殺人ピエロ』

26:00 00★[HD][字]

00★[HD][字]
【帯】
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』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #14
『瘴気』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #16
『最後の抵抗』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #18
『愛のダンス』

27:00 00★[HD][字]

26:30

27:30

ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #3
『我らの日は来たらん』

28:00 00[5.1]★[HD][字]

29:00

29:30

00★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #11
『砂漠の馬泥棒の巻』

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

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

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

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

29:00 00[二][終][HD]

30★[字][B&W]【帯】
ウエスタン・マリオネット 魔法のけん銃 #12
『そこ掘れワンワンの巻』

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

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

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

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

29:30

[二]:二カ国語
[多]:音声多重
[吹]:吹き替え
[新]:新番組
[終]:終了番組

★:初回放送枠
[字]:オープンキャプション
[HD]:ハイビジョン
[解]:解説放送
[映]:映画

[B&W]:モノクロ
[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
[CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕

※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。

ケイティ・キーン #13
『誰かのために』

25:30

26:30

27:30

28:30

29:30

スーパー！ドラマＴＶ 番組表 2021年3月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.03.22-2021.03.28

2021.03.22
月
06:00 00[二]★[HD][B&W]

【帯】
ミステリーゾーン シーズン4 HD版
06:30 #16
『太陽が二つ輝く』
07:00 00[二]★[CC][HD]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #19
07:30 『悪魔の花嫁』

2021.03.23
火

2021.03.24
水

2021.03.25
木

2021.03.26
金

2021.03.27
土

00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン4 HD版
#17
『霧に消えた船』

00[二]★[終][HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン4 HD版
#18
『魔法入門』

00[二]★[HD][新][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #1
『殺すなら私を・・・』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #3
『二万フィートの戦慄』

06:00

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #5
『小さくしてくれ』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #7
『洞窟の予言者』

06:00

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #2
『四角い墓場』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #4
『世界が静止する日』

06:30

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #6
『殺してごめんなさい』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #8
『憎悪の家』

06:30

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

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

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

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

07:00 00[多]★[CC][HD][解]

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #17
『情報員ＭＩ．５』

07:00

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #18
『危険な遊び』

08:00

00[HD]
インフォメーション

09:00

宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン1 HD版 #19
07:30 『宇宙歴元年7.21』

08:00

00[二]★[CC][HD]【帯】
00[二]★[CC][HD]【帯】
00[二]★[CC][HD][新]【帯】
00[二]★[CC][HD]【帯】
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 ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ 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』
ン9 #23『割り込みの法則』
ン10 #1『２度目の結婚式の法則』
ン10 #3『カフェイン依存症の法則』
ン10 #5『汚染された風呂の法則』

08:00

00[二]★[終][CC]
ウルトラマンG（グレート） リマスター版 #7
『森の守護神』

08:30

30[二]★[CC][HD]【帯】
30[二]★[終][CC][HD]【帯】
30[二]★[CC][HD]【帯】
30[二]★[CC][HD]【帯】
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 ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ 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』
ン9 #24『冷ややかな再会の法則』
ン10 #2『政府の極秘プロジェクトの法則』
ン10 #4『同棲実験の法則』
ン10 #6『赤ちゃんキックの余波の法則』

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 #5『プラネタリウムが衝突を生む法則』

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:30 30[5.1][HD][字]

30[5.1][終][HD][字]
ケイティ・キーン #13
『誰かのために』

30[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#18
『生まれ変わった女』

30[5.1][HD][字]
30[二][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々 スーパーナチュラル シーズン14 #9
真実の物語～ #6
『ミカエルの弱点』
『落下傘』

NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#18
11:00 『生まれ変わった女』

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 #10
『路地裏の美女』

30[5.1]★[HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #9
『ミカエルの弱点』

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 #11
『黒幕の流儀』

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

12:00 00[二]★[CC][HD]

12:00 00[二]★[CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
00[二]★[終][CC][HD]
00[二]★[CC][HD][新]
00[二]★[CC][HD]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【全話一挙放送】
メンタリスト ファイナル・シーズン #11 メンタリスト ファイナル・シーズン #13 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
12:30 NY シーズン5 #13
『赤土の秘密』
『白い蘭』
#1
#3
『刺客の宿命』
『ペネロピ文書』
『秒読みの銃弾』

インスティンクト -異常犯罪捜査シーズン2 #7
10:00 『危険な遊戯』
10:30 30[5.1][HD][字]

【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #9
12:30 『鉛色の弾丸』

2021.03.28
日

00[HD]
インフォメーション

09:00 00[HD]
インフォメーション
09:30 30[二]★[HD]

07:30

08:30

30[二][HD]
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
ベター・コール・ソウル シーズン3 #5 #19
10:00 『まやかし』
『スパイの裏切り』

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 #3
『最適な家族計画の法則』
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 #4
『タムと宿敵リストの法則』

10:30 30[二]★[HD]

30[二][終][HD]
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
ベター・コール・ソウル シーズン3 #6 #20
11:00 『別の名前で』
『プレデター』

10:30

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

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5 #19
『２人の灰』

12:00

10:00

11:00

12:30

00[二]★[CC][HD]
【帯】
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #10 メンタリスト ファイナル・シーズン #12
13:30 『黄金のままではいられない』
『茶色いカーペット』

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 #3
『最適な家族計画の法則』
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 #4
『タムと宿敵リストの法則』

13:00 00[二]★[CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
【帯】
【帯】
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
13:30 NY シーズン5 #14
#2
#4
『記憶のいたずら』
『殺害依頼』
『ゲームオーバー』

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5 #20
『種のないトリック』

13:00

14:00 00[二][HD]

00[二][HD]
【帯】
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
14:30 11 #17
11 #18
『男の覚悟』
『ニューオーリンズ支局 (前編)』

00[二][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #19
『ニューオーリンズ支局 (後編)』

14:00 00[二]★[CC][HD]
00[二][HD]
00[二][HD]
【帯】
【帯】
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
14:30 NY シーズン5 #15
11 #20
11 #21
『ネットの闇世界』
『正義の行方』
『狙われた名探偵』

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5 #21
『浮遊する怒り』

14:00

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

15:30 30[二]★[HD]

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #21
『消えない音』

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

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

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

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5 #22
『もっとも危険なゲーム』

16:00

【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #20
17:00 『死のバイキング』

30[二]★[終][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #22
『信じる者たち』

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

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

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #6
『ルーク』

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5 #23
『宣戦布告』

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

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5 #24
『戦いの果て』

18:00 00[二][HD]

00[二][終][HD]
ケイティ・キーン #13
『誰かのために』

00[二]★[HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #9
『ミカエルの弱点』

00[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #6
『落下傘』

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』
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』

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 #11
『黒幕の流儀』

18:00

00[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#19
『スパイの裏切り』

19:00

20:00 00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1][終][HD][字]
【帯】
【帯】
【2話連続放送】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
ベター・コール・ソウル シーズン3 #5 #20
20:30 『まやかし』
#2
#4
『プレデター』
『記憶のいたずら』
『殺害依頼』

20:00

13:00 00[二]★[CC][HD]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #19
16:00 『オフィス籠城』
16:30 30[二]★[HD]

NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#18
18:30 『生まれ変わった女』
19:00 00★[HD][字]

【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #9
19:30 『鉛色の弾丸』

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
15:30 NY シーズン5 #16
『献身的な殺人』
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
16:30 NY シーズン5 #17
『レディ・フランシスの叫び』
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
17:30 NY シーズン5 #18
『パイレーツ・オブ・ニューヨーク』
18:00 00[5.1][HD][字]
18:30

19:00
00★[HD][字]
00★[終][HD][字]
00[5.1]★[HD][字][新]
00[5.1]★[HD][字]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
メンタリスト ファイナル・シーズン #11 メンタリスト ファイナル・シーズン #13 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
19:30
『赤土の秘密』
『白い蘭』
#1
#3
『刺客の宿命』
『ペネロピ文書』

20:00 00★[HD][字]

00★[HD][字]
00[5.1][HD][字]
【帯】
【帯】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
メンタリスト ファイナル・シーズン #10 メンタリスト ファイナル・シーズン #12 真実の物語～ #6
20:30 『黄金のままではいられない』
『茶色いカーペット』
『落下傘』
21:00 00[二]★[HD]

スーパーナチュラル シーズン14 #9
『ミカエルの弱点』

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

00[二]★[HD]
【帯】
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
21:30 11 #18
11 #19
『ニューオーリンズ支局 (前編)』
『ニューオーリンズ支局 (後編)』

00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
【帯】
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン #19
11 #20
11 #21
『スパイの裏切り』
『ネットの闇世界』
『正義の行方』

21:00 00[5.1]★[HD][字]

22:00 00[二]★[CC][HD]

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 #11
『黒幕の流儀』

00[二]★[CC][HD][新]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #1
『ミュージック・イン・ミー』

00[二]★[終][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#20
『プレデター』

22:00 00[5.1][HD][字][新]

55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリス
ト
ナビ！
00[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #6
『落下傘』

55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリス
ト
ナビ！
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 #11
『黒幕の流儀』

55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリスト ナビ！
55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリス
ト
ナビ！
23:00 00[二][CC][HD]
00[5.1][HD][字]
00[5.1][HD][字][新]
インスティンクト -異常犯罪捜査THE GREAT ～エカチェリーナの時々 ゾーイの超イケてるプレイリスト #1
シーズン2 #8
真実の物語～ #6
『ミュージック・イン・ミー』
23:30 『落下傘』
『凍りつく真相』

00[5.1]★[HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々 インスティンクト -異常犯罪捜査真実の物語～ #6
シーズン2 #8
24:30 『落下傘』
『凍りつく真相』

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 #11
『黒幕の流儀』

00[5.1]★[HD][字][新]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #1
『ミュージック・イン・ミー』

00[5.1]★[HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#19
『スパイの裏切り』

24:00 00★[HD][字]

25:00 00[5.1]★[HD][字]

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
25:30 11 #18
11 #19
『ニューオーリンズ支局 (前編)』
『ニューオーリンズ支局 (後編)』

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン #20
11 #20
11 #21
『プレデター』
『ネットの闇世界』
『正義の行方』

25:00 00★[HD][字]

26:00 00★[HD][字]

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #21
『消えない音』

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

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

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

26:00 00★[HD][字]

00★[終][HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #22
『信じる者たち』

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

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

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #6
『ルーク』

27:00 00★[HD][字]

00[二]★[HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々 インスティンクト -異常犯罪捜査真実の物語～ #6
シーズン2 #8
22:30 『落下傘』
『凍りつく真相』

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 #10
23:30 『路地裏の美女』

55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリス
ト
ナビ！
00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#18
『生まれ変わった女』

24:00 00[5.1]★[HD][字]

00[二][CC][HD][新]
【2話連続放送】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #1
ベター・コール・ソウル シーズン3 #6 『ミュージック・イン・ミー』
21:30 『別の名前で』

22:30

24:30

ゾーイの超イケてるプレイリスト #1
『ミュージック・イン・ミー』

ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #6
『公聴会』

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

20:30

21:00

21:30

22:00
00[5.1][HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #6
22:30
『落下傘』

23:00

23:30

24:00
00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA 水着で恋するフィ
ジー編 #5
24:30
『「ボートを浮かべて」大作戦』

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 #11
『黒幕の流儀』

25:00

00[5.1][HD][字]
インスティンクト -異常犯罪捜査シーズン2 #8
『凍りつく真相』

26:00

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #17
『情報員ＭＩ．５』

27:00

28:00 00★[終][HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[終][HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #10 【2話連続放送】
スーパーナチュラル シーズン12 #19 スーパーナチュラル シーズン12 #20 スーパーナチュラル シーズン12 #21 スーパーナチュラル シーズン12 #22 スーパーナチュラル シーズン12 #23
『報い』
サンダーバード HD完全版 #18
28:30 『ケリーの選択』
28:30
『人形の館』
『メアリーの暴走』
『ハンターたちの逆襲』
『捧げられた命』
『危険な遊び』

28:00

【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #19
26:30 『オフィス籠城』
27:00 00★[HD][字]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #20
27:30 『死のバイキング』

25:30

26:30

27:30

ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #7
『戦争の達人』

ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #8
『歴史が動いた日』

ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #9
『家賃拒否ストライキ』

28:00 00[5.1]★[HD][字]

29:00

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

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

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

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

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

29:30

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

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

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

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

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

[二]:二カ国語
[多]:音声多重
[吹]:吹き替え
[新]:新番組
[終]:終了番組

★:初回放送枠
[字]:オープンキャプション
[HD]:ハイビジョン
[解]:解説放送
[映]:映画

[B&W]:モノクロ
[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
[CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕

※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

05[二][HD]
インスティンクト -異常犯罪捜査29:30 シーズン2 #8
『凍りつく真相』

00[HD]
インフォメーション

25:30

26:30

27:30

28:30

29:00

29:30

スーパー！ドラマＴＶ 番組表 2021年3月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.03.29-2021.03.31

2021.03.29
月

2021.03.30
火

2021.03.31
水

2021.04.01
木

2021.04.02
金

2021.04.03
土

2021.04.04
日

06:00

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #9
『禁断の遊星』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #11
『ある泉からの一杯』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #13
『指輪の中の顔』

06:00

06:00

06:30

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #10
『幻の騎兵隊』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #12
『命を刻む時計』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン5 HD版 #14
『車は知っていた』

06:30

06:30

00[二][HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #9
『ミカエルの弱点』

00[二][HD]
インスティンクト -異常犯罪捜査シーズン2 #9
『切れない絆』

07:00

07:00

07:30

07:30

07:00 00[二]★[終][CC][HD]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #24
07:30 『仮面強盗 －後編－』
08:00

00[二]★[CC][HD]【帯】
00[二]★[CC][HD]【帯】
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 ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ 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』
ン10 #9『地質学者と張り合う法則』
ン10 #11『彗星のごとき登場の法則』

08:00

08:00

08:30

30[二]★[CC][HD]【帯】
30[二]★[CC][HD]【帯】
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 ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 シーズ 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』
ン10 #10『所持品を分け合う法則』
ン10 #12『新年の報告会の法則』

08:30

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

09:00

09:00

09:30 30[5.1][HD][字]

30[5.1][HD][字][新]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #1
『ミュージック・イン・ミー』

30[5.1][HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #7
『希望に呪いの天然痘』

09:30

09:30

10:00

10:00

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 #11
『黒幕の流儀』

30[5.1]★[HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #10
『ディーンの奪還』

10:30

10:30

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

11:30

11:30

12:00 00[5.1][HD][字]

00★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」 シーズン1

00[5.1][HD][字]
インスティンクト -異常犯罪捜査シーズン2 #9
『切れない絆』

12:00

12:00

12:30

12:30

00[二][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #23
『海軍大将の娘』

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

インスティンクト -異常犯罪捜査シーズン2 #8
14:30 『凍りつく真相』

00[二][HD]
00[二][終][HD]
【帯】
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #22
11 #24
『戦場カメラマン』
『父への思い』

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

15:00

15:00

15:30 30[二]★[HD]

30[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#19
『スパイの裏切り』

30[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #9
『折れた翼』

15:30

15:30

16:00

16:00

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

16:30

16:30

【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #8
17:00 『理想の家族』

30[二][終][HD]
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#20
『プレデター』

17:00

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

17:30

17:30

18:00 00[二][HD]

00[二][CC][HD][新]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #1
『ミュージック・イン・ミー』

00[二]★[HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #10
『ディーンの奪還』

18:00

18:00

18:30

18:30

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』

00[HD]15分でわかる「ブラックリスト」 シーズン1

19:00

19:00

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』

30[HD]15分でわかる「ブラックリスト」 シーズン3

19:30

19:30

20:00

20:00

20:30

20:30

00[二]★[終][HD]
00[二]★[HD]
【帯】
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NY ファイナル・シーズン #12
21:30 11 #22
11 #24
『ホームズ最後の事件』
『戦場カメラマン』
『父への思い』

21:00

21:00

21:30

21:30

22:00 00[二]★[CC][HD]

22:00

22:00

22:30

22:30

インスティンクト -異常犯罪捜査シーズン2 #8
10:00 『凍りつく真相』
10:30 30[5.1][HD][字][新]
11:00

ゾーイの超イケてるプレイリスト #1
『ミュージック・イン・ミー』

NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#19
12:30 『スパイの裏切り』

15★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン2
30★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン3
45★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン4

13:00 00[5.1][終][HD][字]

NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#20
13:30 『プレデター』

00★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン5
15★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン6
30★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン7

45[HD]インフォメーション
14:00 00[二][HD]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #7
16:00 『27分』
16:30 30[二]★[HD]

18:30

スーパーナチュラル シーズン14 #9
『ミカエルの弱点』

19:00 00[二][HD]

NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#19
19:30 『スパイの裏切り』
20:00 00[二][終][HD]

NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#20
20:30 『プレデター』

15[HD]15分でわかる「ブラックリスト」 シーズン2

45[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン4

00[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン5
00[二]★[HD]
【帯】
15[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン6
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
30[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン7
11 #23
『海軍大将の娘』
45[HD]インフォメーション

21:00 00[二]★[HD]

00[二]★[HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々 インスティンクト -異常犯罪捜査真実の物語～ #7
シーズン2 #9
22:30 『希望に呪いの天然痘』
『切れない絆』
55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリスト ナビ！

00[二]★[終][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 #13
『別れの挨拶』

55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリスト ナビ！

55[HD]ゾーイの超イケてるプレイリスト ナビ！

00[二][CC][HD][新]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #1
『ミュージック・イン・ミー』

00[二][CC][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #7
『希望に呪いの天然痘』

23:00

23:00

23:30

23:30

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 #12
『ホームズ最後の事件』

24:00

24:00

24:30

24:30

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン NY ファイナル・シーズン #13
25:30 11 #22
11 #23
『別れの挨拶』
『戦場カメラマン』
『海軍大将の娘』

25:00

25:00

25:30

25:30

26:00 00★[HD][字]

00[5.1]★[終][HD][字]
00★[HD][字]
【帯】
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン クリミナル・マインド シーズン14 #9
11 #24
『折れた翼』
『父への思い』

26:00

26:00

26:30

26:30

00[5.1][HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #9
『ミカエルの弱点』

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

27:00

27:00

27:30

27:30

00★[HD][字]
【帯】
ヘンリー8世と6人の妻たち #2
『王妃の落日』

00★[終][HD][字]
【帯】
ヘンリー8世と6人の妻たち #3
『王妃の真実』

28:00

28:00

28:30

28:30

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 #11
23:30 『黒幕の流儀』
24:00 00[5.1]★[HD][字]

00[5.1]★[HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々 インスティンクト -異常犯罪捜査真実の物語～ #7
シーズン2 #9
24:30 『希望に呪いの天然痘』
『切れない絆』
25:00 00[5.1]★[HD][字]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #7
26:30 『27分』
27:00 00★[HD][字]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #8
27:30 『理想の家族』
28:00 00★[HD][字][新]

【帯】
ヘンリー8世と6人の妻たち #1
28:30 『イングランドの王妃』
29:00

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

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

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

29:00

29:00

29:30

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

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

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

29:30

29:30

[二]:二カ国語
[多]:音声多重
[吹]:吹き替え
[新]:新番組
[終]:終了番組

★:初回放送枠
[字]:オープンキャプション
[HD]:ハイビジョン
[解]:解説放送
[映]:映画

[B&W]:モノクロ
[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
[CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕

※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。

