
スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年5月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.04.26-2021.05.02
2021.04.26 2021.04.27 2021.04.28 2021.04.29 2021.04.30 2021.05.01 2021.05.02

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 29:00 00[二][HD]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #16
『ナイル・ハッチャー』

00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30 29:30 29:30

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #28
『クラッブロガーの暴走』

28:00

28:30 28:30 30[HD]
インフォメーション

28:30

26:00 26:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
レッドライン ～悲しみの向こうに #4
『つかの間の英雄』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #16
『ナイル・ハッチャー』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 25:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
レッドライン ～悲しみの向こうに #3
『つながり始めた糸』

00[5.1][HD][字]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #5
『告発』

25:00

25:30 25:30 25:30

27:00 27:00 00★[HD]
スーパー！ドラマ オーセンティック海
外ドラマ研究室「マイク・トリム
interview アンダーソン作品の時代」

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #27
『海上ステーションの危機』

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 28:00

22:00 22:00 00[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #6
『婚約パーティのプレイリスト』

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

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！

24:00 24:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
レッドライン ～悲しみの向こうに #2
『寄り添う心』

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィ
ジー編 #10
『ラブアイランドは定員オーバー』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 23:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【全話一挙放送】
レッドライン ～悲しみの向こうに #1
『それぞれの大切な人』

00[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #6
『婚約パーティのプレイリスト』

23:00

23:30 23:30 23:30

19:00 19:00 00★[字]
新ウルトラマンG（グレート） 必殺! 怪獣大決戦 リマスター
版 #5『その名は“滅亡”(ほろび) ―伝説2大怪獣登場―』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #16
『ナイル・ハッチャー』

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 #10『ビデオと手品とひらめきの法則』

19:30

21:00 21:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
ブラックリスト リデンプション #6
『人質』

00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #6
『婚約パーティのプレイリスト』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 20:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
ブラックリスト リデンプション #5
『ボレアリス航空301便』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #4
『元警部の暗号の謎』

20:00

20:30 20:30 20:30

16:00 16:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
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]
【全話一挙放送】
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』

16:00

16:30 16:30 16:30

15:00 15:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
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]
【全話一挙放送】
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』

15:00

15:30 15:30 15:30

18:00 18:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
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]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #5
『告発』

18:00

18:30 18:30 18:30

17:00 17:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
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]★[終][HD]
【全話一挙放送】
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』

17:00

17:30 17:30 17:30

12:00 12:00 00[二]★[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 ファイナル・シーズン #1
『ホームズ＆ワトソン in ロンドン』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
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』

12:00

12:30 12:30 12:30

11:00

11:30 11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30

14:00 14:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
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]
【全話一挙放送】
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』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 13:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
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]
【全話一挙放送】
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』

13:00

13:30 13:30 13:30

09:00 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 09:30 30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
ブラックリスト リデンプション #5
『ボレアリス航空301便』

30[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #6
『婚約パーティのプレイリスト』

09:30

10:00 10:00 10:00

10:30 10:30 30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
ブラックリスト リデンプション #6
『人質』

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

10:30

11:00 11:00

07:00 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 #24
『死の楽園』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #27
『海上ステーションの危機』

07:00

07:30 07:30 07:30

06:00 06:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

06:00

06:30 06:30 06:30

08:00 08:00 00[二]★[CC]
新ウルトラマンG（グレート） 必殺! 怪獣大決戦 リマスター
版 #5『その名は“滅亡”(ほろび) ―伝説2大怪獣登場―』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #28
『クラッブロガーの暴走』

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 #10『ビデオと手品とひらめきの法則』

08:30



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年5月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.05.03-2021.05.09
2021.05.03 2021.05.04 2021.05.05 2021.05.06 2021.05.07 2021.05.08 2021.05.09

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]★[CC]【全話一挙放送】
ウルトラマンG（グレート） リマスター版 #2
『凍てついた龍』

30[二]★[CC]【全話一挙放送】
新ウルトラマンG（グレート） 必殺! 怪獣大決戦 リマスター
版 #2『バイオス計画 ―植物都市―』

06:30 06:30

07:00 00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #23
『人身売買』

00[二]★[CC]【全話一挙放送】
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]【全話一挙放送】
新ウルトラマンG（グレート） 必殺! 怪獣大決戦 リマスター
版 #3『異星人狂奏曲(エイリアンラプソディ)』

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #1
『白い仮面』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #2
『目撃者』

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 #25
『地底怪獣ホルタ』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #29
『恐怖の空中ファッションショー』

07:00

07:30 30[二]★[CC]【全話一挙放送】
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』

30[二]★[CC]【全話一挙放送】
新ウルトラマンG（グレート） 必殺! 怪獣大決戦 リマスター
版 #4『第47格納庫』

07:30 07:30

06:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
新スタートレック シーズン7 HD版 #13
『滅びゆく惑星』

00[二]★[CC][新]【全話一挙放送】
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][新]【全話一挙放送】
新ウルトラマンG（グレート） 必殺! 怪獣大決戦 リマスター
版 #1『姿なき復讐 ―昆虫の叫び―』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
新スタートレック シーズン7 HD版 #14
『愛の亡霊』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
新スタートレック シーズン7 HD版 #15
『若き勇者達』

06:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
新スタートレック シーズン7 HD版 #16
『記憶喪失のアンドロイド』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
新スタートレック シーズン7 HD版 #17
『多重人格アンドロイド』

08:00

08:30 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 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]★[CC]【全話一挙放送】
ウルトラマンG（グレート） リマスター版 #6
『悪夢との決着』

30[二]★[終][CC]【全話一挙放送】
新ウルトラマンG（グレート） 必殺! 怪獣大決戦 リマスター
版 #6『永遠(とわ)なる勇者 ―伝説2大怪獣登場―』

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 ファイ
ナル・シーズン #12『繁殖命題の法則』

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 ファイ
ナル・シーズン #14『隕石がもたらす兆候の法則』

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 #11『ペイントボール多重散乱の法則』

08:30

08:00 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 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]【全話一挙放送】
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』

00[二]★[CC]【全話一挙放送】
新ウルトラマンG（グレート） 必殺! 怪獣大決戦 リマスター
版 #5『その名は“滅亡”(ほろび) ―伝説2大怪獣登場―』

00[二]★[HD]【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 #11『ペイントボール多重散乱の法則』

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 ファイ
ナル・シーズン #13『論文をめぐる分極化の法則』

08:00 00[二]★[終][CC]
新ウルトラマンG（グレート） 必殺! 怪獣大決戦 リマスター
版 #6『永遠(とわ)なる勇者 ―伝説2大怪獣登場―』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #30
『太陽反射鏡の恐怖』

09:00

09:30 30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #16
『ナイル・ハッチャー』

30[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #6
『婚約パーティのプレイリスト』

30[二][HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #5
『告発』

30[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #2
『過去 現在 未来』

30[二][HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #15
『安住の地』

09:30 30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
ブラックリスト リデンプション #7
『ホワイトホール（前編）』

30[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #7
『揺れ動くハートのプレイリスト』

09:30

10:00 10:00 10:00

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[二]★[終][CC]【全話一挙放送】
ウルトラマンG（グレート） リマスター版 #7
『森の守護神』

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[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

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][HD][字]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #5
『告発』

30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #4
『元警部の暗号の謎』

30[5.1]★[HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #15
『安住の地』

30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #5
『水中の墓標の謎』

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[二]★[終][CC][HD]
【2話連続放送】
ブラックリスト リデンプション #8
『ホワイトホール（後編）』

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

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #20
『浄化』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #21
『再臨』

14:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #3
『悪の華』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #10
『カタリーナ・ロストヴァ』

12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
ボディガード－守るべきもの－ #2
『第2話』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
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]
【全話一挙放送】
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』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #20
『亡霊を追って』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #22
『敵討ち』

13:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #2
『ルイス・Ｔ・スタインヒル(後編)』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #9
『オライオン・リロケーション・サービ
ス』

13:00

13:30 13:30 13:30

12:00 00[二]★[HD][新]
【全話一挙放送】
ボディガード－守るべきもの－ #1
『第1話』

00[二]★[HD][新]
【全話一挙放送】
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]
【全話一挙放送】
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[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #19
『嵐の海』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #21
『モサドの騒乱』

12:00 00[二]★[HD][新]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #1
『ルイス・Ｔ・スタインヒル(前編)』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #8
『ハワラダー』

17:30 17:30

18:00 00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #6
『婚約パーティのプレイリスト』

14:00

14:30 14:30 14:30

15:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
ボディガード－守るべきもの－ #4
『第4話』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
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]
【全話一挙放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #10
『裏切り者の影』

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】
ブラックリスト シーズン7 #4
『クウェート』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #11
『ヴィクトリア・フェンバーグ』

15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #12
『血を流すハート』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #14
『ギャングの血』

15:30 15:30

16:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
ボディガード－守るべきもの－ #5
『第5話』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
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』

00[二]★[終][HD]
【全話一挙放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン2 #11
『頭の切れる殺人』

16:00

14:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
ボディガード－守るべきもの－ #3
『第3話』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
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]
【全話一挙放送】
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』

00[二]★[HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #15
『安住の地』

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

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[二]★[HD]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #7
『ハンナ・ヘイズ』

00[二][HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #6
『テッドという人間』

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 #11
『ペイントボール多重散乱の法則』

18:30 18:30

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #5
『ノーマン・ディヴェイン』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #12
『コーネリアス・ラック』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #13
『レッドライン』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #15
『レッドヘリング～おいしい罠』

16:30 16:30

17:00 00[二]★[終][HD]
【全話一挙放送】
ボディガード－守るべきもの－ #6
『第6話』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
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[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』

17:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #6
『ルイス・パウエル博士』

00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #13
『ニュートン・パーセル』

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

19:00

15★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」 シーズン2

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 #10『ビデオと手品とひらめきの法則』

30★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン3 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 #11『ペイントボール多重散乱の法則』

19:30

45★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン4

19:00 00[二][HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #5
『告発』

00[HD]
インフォメーション

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]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #19
『嵐の海』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #21
『モサドの騒乱』

19:00 00★[終][字]
新ウルトラマンG（グレート） 必殺! 怪獣大決戦 リマスター
版 #6『永遠(とわ)なる勇者 ―伝説2大怪獣登場―』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #17
『兄弟』

20:00

15★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」 シーズン6

20:30 30★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン7 20:30 20:30

45[HD]インフォメーション

21:00 00[二][HD]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #16
『ナイル・ハッチャー』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #4
『元警部の暗号の謎』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #17
『兄弟』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #21
『再臨』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #22
『同類』

21:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【2話連続放送】
ブラックリスト リデンプション #8
『ホワイトホール（後編）』

00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #7
『揺れ動くハートのプレイリスト』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #6
『婚約パーティのプレイリスト』

00[二][HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #14
『ゴルゴンの蛇』

00★[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン5 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #20
『亡霊を追って』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #22
『敵討ち』

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
ブラックリスト リデンプション #7
『ホワイトホール（前編）』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #5
『水中の墓標の謎』

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]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #2
『過去 現在 未来』

00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #17
『兄弟』

00★[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #5
『水中の墓標の謎』

00[二]★[CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #7
『揺れ動くハートのプレイリスト』

00[二]★[HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #6
『テッドという人間』

22:00 00[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #7
『揺れ動くハートのプレイリスト』

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

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #2
『過去 現在 未来』

00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #17
『兄弟』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #5
『水中の墓標の謎』

00[5.1]★[HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #7
『揺れ動くハートのプレイリスト』

00[5.1]★[HD][字]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #6
『テッドという人間』

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
レッドライン ～悲しみの向こうに #6
『ウォークアウト』

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィ
ジー編 #11
『「真実か挑戦か」で急接近』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #6
『婚約パーティのプレイリスト』

00[5.1][HD][字]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #5
『告発』

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

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #5
『水中の墓標の謎』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #17
『兄弟』

23:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
レッドライン ～悲しみの向こうに #5
『揺れる心』

00[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #7
『揺れ動くハートのプレイリスト』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #15
『レッドヘリング～おいしい罠』

27:00 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]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #29
『恐怖の空中ファッションショー』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
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]
【全話一挙放送】
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』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #9
『愛は痛い』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #12
『血を流すハート』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #14
『ギャングの血』

26:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【全話一挙放送】
レッドライン ～悲しみの向こうに #8
『新たな一歩』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #17
『兄弟』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #16
『ナイル・ハッチャー』

00[5.1][HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #14
『ゴルゴンの蛇』

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

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #21
『再臨』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #22
『同類』

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
レッドライン ～悲しみの向こうに #7
『大陪審』

00[5.1][HD][字]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #6
『テッドという人間』

00[HD]
インフォメーション

29:00
05[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』

27:00

15[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン2

27:30 27:30 30[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン3 27:30

45[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン4

28:00 00★[終][HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #23
『人身売買』

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
アフェア 情事の行方 シーズン2[R15
＋相当] #1
『エピソード1』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 シーズン2[R15
＋相当] #2
『エピソード2』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 シーズン2[R15
＋相当] #3
『エピソード3』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 シーズン2[R15
＋相当] #4
『エピソード4』

28:00 00[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン5 00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #30
『太陽反射鏡の恐怖』

28:00

15[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン6

28:30 28:30 30[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン7 28:30

45[HD]インフォメーション

29:00

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #6
『落下傘』

00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #8
『別荘でミートボールを』

00[5.1]★[終][HD][字]
【全話一挙放送】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々
真実の物語～ #10
『ビーバーの鼻』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #13
『レッドライン』

29:30 29:30 29:30

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

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

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』

29:00 00[二][HD]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #17
『兄弟』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年5月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.05.10-2021.05.16
2021.05.10 2021.05.11 2021.05.12 2021.05.13 2021.05.14 2021.05.15 2021.05.16

月 火 水 木 金 土 日

[二]:二カ国語 ★:初回放送枠 [B&W]:モノクロ
[多]:音声多重 [字]:オープンキャプション [5.1]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS、ケイオプティコム、ひかりTV HDのみ5.1chサラウンド
[吹]:吹き替え [HD]:ハイビジョン [CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕
[新]:新番組 [解]:解説放送
[終]:終了番組 [映]:映画

※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。

07:30 07:30

06:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
新スタートレック シーズン7 HD版 #18
『謎の幻覚テレパシー』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
新スタートレック シーズン7 HD版 #19
『恐怖のイントロン・ウイルス』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
新スタートレック シーズン7 HD版 #20
『新たなる旅路』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
新スタートレック シーズン7 HD版 #21
『クリンゴン戦士への道』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
新スタートレック シーズン7 HD版 #22
『怨讐の彼方に』

08:00 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 ファイ
ナル・シーズン #15『精子提供で揺れ動く法則』

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 ファイ
ナル・シーズン #17『赤ちゃんと楽しむ科学実験の法則』

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 ファイ
ナル・シーズン #19『自信喪失と瞑想の法則』

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 ファイ
ナル・シーズン #21『道徳的決断の法則』

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 ファイ
ナル・シーズン #23『変化の不可避性の法則』

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

00[HD]
インフォメーション

10:30 30[5.1][HD][字]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #6
『テッドという人間』

30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #5
『水中の墓標の謎』

08:00 00[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン1 00[二]★[終][CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #32
『すばらしいクリスマスプレゼント』

08:00

15[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン2

08:30 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 ファイ
ナル・シーズン #16『ダンジョン＆セレブの法則』

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 ファイ
ナル・シーズン #18『受賞者集合の法則』

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 ファイ
ナル・シーズン #20『多重反射的決断の法則』

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 ファイ
ナル・シーズン #22『母性か研究かの法則』

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 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 #12『繁殖命題の法則』

08:30

06:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
新スタートレック シーズン7 HD版 #23
『知的生命体“エンタープライズ”』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
新スタートレック シーズン7 HD版 #24
『惑星連邦“ゲリラ部隊”』

06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #3
『死がふたりを分かつまで』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #4
『無法者の町』

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[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』

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 #26
『クリンゴン帝国の侵略』

00[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #31
『宇宙放送局の危機』

07:00

07:30

30[5.1]★[HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #16
『恐怖の口笛』

30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #6
『サウナ殺人の謎』

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

30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #3
『パイロット志願兵』

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 #11『ペイントボール多重散乱の法則』

11:00 11:00

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00

09:30 30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #17
『兄弟』

30[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #7
『揺れ動くハートのプレイリスト』

30[二][HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #6
『テッドという人間』

30[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #3
『パイロット志願兵』

30[二][HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #16
『恐怖の口笛』

09:30 30[二]★[CC][HD][新]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #1
『家族の絆』

30[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #8
『故障したプレイリスト』

09:30

10:00 10:00 10:00

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

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#6
『許容損害』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#8
『父の罪』

13:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #15
『ゴードン・ケンプ』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #2
『就任初日の騒乱』

11:30

12:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #23
『監視者』

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#1
『街を守れ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#3
『危険な協力者』

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

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#7
『アクシデント』

12:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #14
『トワミー・ウルラク』

00[二]★[CC][HD][新]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #1
『指定生存者』

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]★[HD]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #17
『兄弟』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #4
『四方の敵』

13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #22
『同類』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #23
『宝飾』

00[二][終][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #24
『復讐』

00[二][HD][新]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #1
『不屈』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #2
『決着』

14:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #16
『ナイル・ハッチャー』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #3
『誠実さの先に』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #24
『ギブスの選択』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#2
『熱烈なファン』

00[二]★[終][HD]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #19
『カザンジャン兄弟』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #6
『2つの尋問』

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】
メンタリスト シーズン2 #16
『コード・レッド』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #18
『赤い水』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #20
『赤い血だまり』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #22
『赤いメール』

30[二]★[CC][HD][新]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #1
『夕焼けの空』

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
ブラックリスト シーズン7 #18
『ロイ・ケイン』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #5
『命懸けの任務』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #17
『赤い箱』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #19
『ブラッド・マネー』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #21
『赤い鼻の恐怖』

30[二]★[終][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #23
『夜明けの赤い空』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #2
『赤い血糊』

16:30

18:00

18:30 30[二]★[HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #12
『繁殖命題の法則』

18:30 18:30

19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #23
『監視者』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#1
『街を守れ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#3
『危険な協力者』

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

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#7
『アクシデント』

19:00 00★[HD][字][新]
発見！ファミリー・ルーツ
『サラ・ジェシカ・パーカー』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #18
『ロイ・ケイン』

19:00

19:30 19:30 19:30

18:00 00[二][HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #6
『テッドという人間』

00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #7
『揺れ動くハートのプレイリスト』

00[二]★[HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #16
『恐怖の口笛』

00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #3
『パイロット志願兵』

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[5.1][HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #16
『恐怖の口笛』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #7
『内通者の影』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #23
『宝飾』

00[二]★[終][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #24
『復讐』

00[二]★[HD][新]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #1
『不屈』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #2
『決着』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #3
『暴走』

21:00 00★[HD][字]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #2
『虚構の愛』

00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #8
『故障したプレイリスト』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #24
『ギブスの選択』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#2
『熱烈なファン』

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

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#6
『許容損害』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#8
『父の罪』

20:00 00★[HD][字][新]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #1
『家族の絆』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #6
『サウナ殺人の謎』

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]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #3
『パイロット志願兵』

00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #18
『ロイ・ケイン』

00★[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #6
『サウナ殺人の謎』

00[二]★[CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #8
『故障したプレイリスト』

00[二]★[HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #7
『令状』

22:00 00[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #8
『故障したプレイリスト』

00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #3
『パイロット志願兵』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #3
『パイロット志願兵』

00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #18
『ロイ・ケイン』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #6
『サウナ殺人の謎』

00[5.1]★[HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #8
『故障したプレイリスト』

00[5.1]★[HD][字]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #7
『令状』

24:00 00★[HD][字]
【まだ間に合う！】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #2
『孤独な病人の謎』

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィ
ジー編 #12
『念願の初デート』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #7
『揺れ動くハートのプレイリスト』

00[5.1][HD][字]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #6
『テッドという人間』

00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #3
『パイロット志願兵』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #6
『サウナ殺人の謎』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #18
『ロイ・ケイン』

23:00 00★[HD][字]
【まだ間に合う！】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #1
『さらわれた少年の謎』

00[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #8
『故障したプレイリスト』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #16
『コード・レッド』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #18
『赤い水』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #20
『赤い血だまり』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #22
『赤いメール』

00★[HD][字][新]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #1
『夕焼けの空』

26:00 00★[HD][字]
【まだ間に合う！】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #4
『元警部の暗号の謎』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #18
『ロイ・ケイン』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #23
『宝飾』

00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #24
『復讐』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #1
『不屈』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #2
『決着』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #3
『暴走』

25:00 00★[HD][字]
【まだ間に合う！】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #3
『若き大富豪の謎』

00[5.1][HD][字]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #7
『令状』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 シーズン2[R15
＋相当] #8
『エピソード8』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 シーズン2[R15
＋相当] #9
『エピソード9』

28:00 00★[HD][字]
【まだ間に合う！】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #6
『サウナ殺人の謎』

00[5.1]★[終][HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #32
『すばらしいクリスマスプレゼント』

28:00

28:30 28:30 28:30

29:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #14
『罪と罰』

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

29:00 00[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン1 00[HD]
インフォメーション

29:00

27:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #17
『赤い箱』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #19
『ブラッド・マネー』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #21
『赤い鼻の恐怖』

00★[終][HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン2 #23
『夜明けの赤い空』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #2
『赤い血糊』

27:00 00★[HD][字]
【まだ間に合う！】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #5
『水中の墓標の謎』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
サンダーバード HD完全版 #31
『宇宙放送局の危機』

05[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』

05[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』

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

15[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン2

29:30 29:30 30[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #12
『繁殖命題の法則』

29:30

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 シーズン2[R15
＋相当] #5
『エピソード5』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 シーズン2[R15
＋相当] #6
『エピソード6』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 シーズン2[R15
＋相当] #7
『エピソード7』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年5月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.05.17-2021.05.23
2021.05.17 2021.05.18 2021.05.19 2021.05.20 2021.05.21 2021.05.22 2021.05.23

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

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

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』

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』

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 #27
『二ツの宇宙』

00[二]★[HD][新]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #1
『ようこそ 異常行動の世界へ』

07:00

07:30 07:30

00[二]★[CC][HD]
【帯】
新スタートレック シーズン7 HD版 #25
『永遠への旅～パート1～』

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
新スタートレック シーズン7 HD版 #26
『永遠への旅～パート2～』

00[二/一部字]★[新]【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #1
『海底王タイタン』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #3
『出た！海底人』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #5
『海底の宝物』

06:00 00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #7
『頭突きのカジキ』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #9
『あっ！ 時限爆弾』

06:00

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #2
『毒ガスの花』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #4
『深海の人質』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #6
『海底戦車現わる』

06:30 30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #8
『ゆうれい船』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #10
『不思議な海底人』

06:30

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

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00

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

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』

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』

08:00 00[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン3 00[二]★[HD]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #2
『「正常」は退屈』

08:00

15[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン4

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 #13『論文をめぐる分極化の法則』

08:30

30[5.1][HD][字]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #7
『令状』

30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #6
『サウナ殺人の謎』

30[5.1]★[HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #17
『ゲームナイト』

30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #7
『外国から来た妊婦の謎』

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[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #4
『失われた痛み』

30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #4
『古き友の遺志』

10:30

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 #12『繁殖命題の法則』

11:00 11:00

30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #18
『ロイ・ケイン』

30[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #8
『故障したプレイリスト』

30[二][HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #7
『令状』

30[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #4
『古き友の遺志』

30[二][HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #17
『ゲームナイト』

09:30 30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #3
『抜け出せない迷宮』

30[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #9
『無音のプレイリスト』

09:30

10:00 10:00

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#9
『ストリート・キッズ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#11
『モンスター』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#13
『固い絆』

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

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

12:00 00[二]★[CC][HD]
【まだまだ間に合う！！】
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]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #8
『信念が生み出すもの』

12:00

12:30 12:30

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

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #3
『暴走』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #4
『面影』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #5
『人質』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #6
『漏洩』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #7
『特急』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【まだまだ間に合う！！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #3
『上司のやるせないプレイリスト』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #10
『深まる疑念』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#10
『因縁』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#12
『オタクの逆襲』

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

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

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

13:00 00[二]★[CC][HD]
【まだまだ間に合う！！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #2
『秘めた思いのプレイリスト』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #9
『シミュレーション』

13:00

13:30 13:30

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 30[HD]
インフォメーション

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]
【まだまだ間に合う！！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #4
『汝の隣人のプレイリスト』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #11
『戦う者たち』

15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #3
『血まみれの手』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #5
『レッド・ポニー』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #7
『レッド・ホット』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #9
『赤い月』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #11
『血まみれのファイト』

15:30 15:30

16:00 16:00

14:00

17:30

18:00 00[二][HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #7
『令状』

00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #8
『故障したプレイリスト』

00[二]★[HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #17
『ゲームナイト』

00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #4
『古き友の遺志』

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]
スーパーナチュラル シーズン14 #17
『ゲームナイト』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #14
『最高司令官』

18:00

18:30 30[二]★[HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #13
『論文をめぐる分極化の法則』

18:30 18:30

00[二]★[CC][HD]
【まだまだ間に合う！！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #5
『失敗だらけのプレイリスト』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #12
『ひとつの幕引き』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #4
『レッド・カーペット・トリートメント』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #6
『ピンク・シャネル・スーツ』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #8
『火の玉』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #10
『赤いサンタクロース』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #12
『ブラッドハウンド』

16:30 16:30

17:00 17:00 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 #13
『論文をめぐる分極化の法則』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #13
『向かい火』

17:00

17:30

00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #9
『無音のプレイリスト』

19:00

19:30 19:30 19:30

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#10
『因縁』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#12
『オタクの逆襲』

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

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

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

20:00 00★[HD][字]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #3
『抜け出せない迷宮』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #7
『外国から来た妊婦の謎』

20:00

20:30 20:30 20:30

19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#9
『ストリート・キッズ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#11
『モンスター』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#13
『固い絆』

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

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

19:00 00★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『エミット・スミス』

00[二][終][HD]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #19
『カザンジャン兄弟』

21:00

21:30 21:30 21:30

22:00 00[二]★[HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #4
『古き友の遺志』

00[二]★[終][HD]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #19
『カザンジャン兄弟』

00★[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #7
『外国から来た妊婦の謎』

00[二]★[CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #9
『無音のプレイリスト』

00[二]★[終][HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #8
『判決』

22:00 00[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #9
『無音のプレイリスト』

00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #4
『古き友の遺志』

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！

21:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #4
『面影』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #5
『人質』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #6
『漏洩』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #7
『特急』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #8
『冷戦』

21:00 00★[HD][字]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #4
『失われた痛み』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #4
『古き友の遺志』

00[5.1]★[終][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #19
『カザンジャン兄弟』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #7
『外国から来た妊婦の謎』

00[5.1]★[HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #9
『無音のプレイリスト』

00[5.1]★[終][HD][字]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #8
『判決』

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだまだ間に合う！！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #2
『秘めた思いのプレイリスト』

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィ
ジー編 #13
『ソーシャルビンゴで仲間割れ？』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #8
『故障したプレイリスト』

00[5.1][HD][字]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #7
『令状』

00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #4
『古き友の遺志』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #7
『外国から来た妊婦の謎』

00[5.1][終][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #19
『カザンジャン兄弟』

23:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだまだ間に合う！！】
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]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #9
『無音のプレイリスト』

00[5.1]★[HD][字][新]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #1
『ようこそ 異常行動の世界へ』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #3
『血まみれの手』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #5
『レッド・ポニー』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #7
『レッド・ホット』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #9
『赤い月』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #11
『血まみれのファイト』

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだまだ間に合う！！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #4
『汝の隣人のプレイリスト』

00[5.1][終][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #19
『カザンジャン兄弟』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #4
『面影』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #5
『人質』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #6
『漏洩』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #7
『特急』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #8
『冷戦』

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだまだ間に合う！！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #3
『上司のやるせないプレイリスト』

00[5.1][終][HD][字]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #8
『判決』

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 シーズン2[R15
＋相当] #10
『エピソード10』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 シーズン2[R15
＋相当] #11
『エピソード11』

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 シーズン2[R15
＋相当] #12
『エピソード12』

00[二]★[HD][新]
【帯】
アフェア 情事の行方 シーズン3[R15
＋相当] #1
『エピソード1』

00[二]★[HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 シーズン3[R15
＋相当] #2
『エピソード2』

28:00 00[二][終][HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #8
『判決』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #2
『「正常」は退屈』

28:00

28:30 28:30 28:30

29:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #19
『悪魔の花嫁』

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』

29:00 00[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン3 00[HD]
インフォメーション

27:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #4
『レッド・カーペット・トリートメント』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #6
『ピンク・シャネル・スーツ』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #8
『火の玉』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #10
『赤いサンタクロース』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #12
『ブラッドハウンド』

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだまだ間に合う！！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #5
『失敗だらけのプレイリスト』

29:00
05[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #18
『翼』

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

15[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン4

29:30 29:30 30[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #13
『論文をめぐる分極化の法則』

29:30



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年5月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.05.24-2021.05.30
2021.05.24 2021.05.25 2021.05.26 2021.05.27 2021.05.28 2021.05.29 2021.05.30

月 火 水 木 金 土 日

[二]:二カ国語 ★:初回放送枠 [B&W]:モノクロ
[多]:音声多重 [字]:オープンキャプション [5.1]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS、ケイオプティコム、ひかりTV HDのみ5.1chサラウンド
[吹]:吹き替え [HD]:ハイビジョン [CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕
[新]:新番組 [解]:解説放送
[終]:終了番組 [映]:映画

※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #11
『危うし！マリンビル基地』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #13
『ネス湖の怪獣』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #15
『お化け真珠貝』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #17
『X20の百面相作戦』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #19
『恐怖の魚雷』

06:00 00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #21
『巨人国からの脱出』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #23
『スティングレイ対海底魔王』

06:0006:00

06:30

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

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』

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』

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 #28
『危険な過去への旅』

00[二]★[HD]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #3
『秘密とウソ』

07:00

07:30 07:30

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #12
『海底の砂漠』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #14
『さあこい　ドラゴン大王』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #16
『半魚人大襲撃』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #18
『沈没船の怪人』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #20
『基地にスパイが！』

06:30 30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #22
『射て！百万メガトン・ミサイル』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #24
『無敵戦艦ケチラス号』

06:30

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

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00

00[二]★[CC][HD]
【帯】
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』

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』

08:00 00[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン5 00[二]★[HD]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #4
『過去に囚われて』

08:00

15[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン6

08:30 30[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン7 08:30

45[HD]インフォメーション

30[5.1][終][HD][字]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #8
『判決』

30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #7
『外国から来た妊婦の謎』

30[5.1]★[HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #18
『消えた魂』

30[二][HD][新]
ブラックリスト シーズン8 #1
『ロアノーク』

30[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #12『繁殖命題の法則』

10:30 30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #6
『よみがえり』

30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #5
『苦い記憶』

10:30

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 #13『論文をめぐる分極化の法則』

11:00 11:00

30[5.1][終][HD][字]
ブラックリスト シーズン7 クライマック
ス 5エピソード #19
『カザンジャン兄弟』

30[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #9
『無音のプレイリスト』

30[二][終][HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #8
『判決』

30[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #5
『苦い記憶』

30[二][HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #18
『消えた魂』

09:30 30[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #5
『母と子』

30[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #10
『ストレス爆発のプレイリスト』

09:30

10:00 10:00

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

00[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン1 00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#21
『マインドゲーム』

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

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

12:00 00[二]★[CC][HD]
【まだまだ間に合う！！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #6
『婚約パーティのプレイリスト』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #15
『100日構想』

12:00

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 12:30 12:30

45[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン4

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

14:00 00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #8
『冷戦』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #9
『更生』

00[二][HD][新]
ブラックリスト シーズン8 #1
『ロアノーク』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #10
『凍湖』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #11
『潜伏』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【まだまだ間に合う！！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #8
『故障したプレイリスト』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #17
『9人目の候補者』

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

00[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン5 00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#22
『プライド抹殺』

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

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

13:00 00[二]★[CC][HD]
【まだまだ間に合う！！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #7
『揺れ動くハートのプレイリスト』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #16
『党派の壁』

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 13:30

45[HD]インフォメーション

13:30

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]
【まだまだ間に合う！！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #9
『無音のプレイリスト』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #18
『蘇りし男』

15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #13
『レッドアラート』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #15
『血の金脈』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #17
『血流』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #19
『綺麗なバラにはトゲがある』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #21
『赤毛の継子のように』

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[CC][HD]
【まだまだ間に合う！！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #10
『ストレス爆発のプレイリスト』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #19
『別の立場で』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #14
『血には血を』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #16
『赤の女王』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #18
『レッド・マイル』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #20
『ジェーンに赤信号』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #22
『ラプソディー・イン・レッド』

16:30 16:30

17:00 17:00 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 #14
『隕石がもたらす兆候の法則』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #20
『爆弾記事』

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 30[HD]
インフォメーション

45[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン3

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

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #7
『外国から来た妊婦の謎』

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

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#23
『チェックメイト(前編)』

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

19:00 00★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『リサ・クドロー』

00[二][HD][新]
ブラックリスト シーズン8 #1
『ロアノーク』

17:30

18:00 00[二][終][HD]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #8
『判決』

00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #9
『無音のプレイリスト』

00[二]★[HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #18
『消えた魂』

00[5.1][HD][字][新]
ブラックリスト シーズン8 #1
『ロアノーク』

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 #13
『論文をめぐる分極化の法則』

18:00 00[5.1][HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #18
『消えた魂』

00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
1 #21
『衝撃に備えて』

18:00

18:30 30[二]★[HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #14
『隕石がもたらす兆候の法則』

18:30 18:30

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

21:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #9
『更生』

00[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン4 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #10
『凍湖』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #11
『潜伏』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #12
『聖夜』

21:00 00★[HD][字]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #6
『よみがえり』

00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #10
『ストレス爆発のプレイリスト』

19:00

19:30 19:30 19:30

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

00[HD]インフォメーション 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#22
『プライド抹殺』

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

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

20:00 00★[HD][字]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #5
『母と子』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #8
『正体不明の黒幕の謎』

20:00

15[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン1

20:30 30[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン2 20:30 20:30

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！

23:00 00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #9
『無音のプレイリスト』

00[5.1][終][HD][字]
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #8
『判決』

00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #5
『苦い記憶』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #8
『正体不明の黒幕の謎』

00[5.1][HD][字][新]
ブラックリスト シーズン8 #1
『ロアノーク』

23:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだまだ間に合う！！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #6
『婚約パーティのプレイリスト』

00[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #10
『ストレス爆発のプレイリスト』

21:00

15[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン5

21:30 30[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン6 21:30 21:30

45[HD]15分でわかる「ブラックリスト」 シーズン7

22:00 00[二]★[HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #5
『苦い記憶』

00[二]★[HD][新]
ブラックリスト シーズン8 #1
『ロアノーク』

00★[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #8
『正体不明の黒幕の謎』

00[二]★[CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #10
『ストレス爆発のプレイリスト』

00[5.1]★[HD][字][新]
マンハント：デッドリーゲーム #1
『セント爆弾』

22:00 00[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #10
『ストレス爆発のプレイリスト』

00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #5
『苦い記憶』

22:00

22:30 22:30 22:30

00[5.1]★[HD][字]
【まだまだ間に合う！！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #8
『故障したプレイリスト』

00[5.1][HD][字][新]
ブラックリスト シーズン8 #1
『ロアノーク』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #5
『苦い記憶』

00[5.1]★[HD][字][新]
ブラックリスト シーズン8 #1
『ロアノーク』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #8
『正体不明の黒幕の謎』

00[5.1]★[HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #10
『ストレス爆発のプレイリスト』

00[5.1][HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #18
『消えた魂』

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだまだ間に合う！！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #7
『揺れ動くハートのプレイリスト』

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィ
ジー編 #14
『女性陣の反乱』

24:00

24:30 24:30 24:30

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #14
『血には血を』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #16
『赤の女王』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #18
『レッド・マイル』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #20
『ジェーンに赤信号』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #22
『ラプソディー・イン・レッド』

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだまだ間に合う！！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #10
『ストレス爆発のプレイリスト』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #3
『秘密とウソ』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #13
『レッドアラート』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #15
『血の金脈』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #17
『血流』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #19
『綺麗なバラにはトゲがある』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #21
『赤毛の継子のように』

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだまだ間に合う！！】
ゾーイの超イケてるプレイリスト #9
『無音のプレイリスト』

00[5.1][HD][字][新]
マンハント：デッドリーゲーム #1
『セント爆弾』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #9
『更生』

00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #9
『無音のプレイリスト』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #10
『凍湖』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #11
『潜伏』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #12
『聖夜』

25:00

05[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #2
『悩めるスター』

15[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン6

29:30 29:30 30[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン7 29:30

45[HD]インフォメーション

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 00[二]★[HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 シーズン3[R15
＋相当] #3
『エピソード3』

00[二]★[HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 シーズン3[R15
＋相当] #4
『エピソード4』

00[二]★[HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 シーズン3[R15
＋相当] #5
『エピソード5』

00[二]★[HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 シーズン3[R15
＋相当] #6
『エピソード6』

00[二]★[HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 シーズン3[R15
＋相当] #7
『エピソード7』

28:00 00[5.1][HD][字][新]
マンハント：デッドリーゲーム #1
『セント爆弾』

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #4
『過去に囚われて』

28:00

28:30 28:30 28:30

29:00 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－』

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

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #1
『オーディション』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #3
『学業との両立』

29:00 00[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン5

27:00

00[HD]
インフォメーション

29:00

14:00

13:00

13:30



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年5月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.05.31-2021.06.06
2021.05.31 2021.06.01 2021.06.02 2021.06.03 2021.06.04 2021.06.05 2021.06.06

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。

06:00 00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #25
『謎の新兵器』

06:00 06:00

06:30 30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #26
『地獄から来た男』

06:30 06:30

07:00 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』

07:00 07:00

07:30 07:30 07:30

09:30 30[5.1][HD][字][新]
ブラックリスト シーズン8 #1
『ロアノーク』

09:30 09:30

10:00 10:00 10:00

10:30 30[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #10
『ストレス爆発のプレイリスト』

10:30 10:30

11:00 11:00 11:00

08:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #11
『銃弾＋ペン』

08:00 08:00

08:30 08:30 08:30

09:00 00[HD]
インフォメーション

09:00 09:00

13:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#4
『遺産』

13:00 13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #12
『聖夜』

14:00 14:00

14:30 14:30 14:30

11:30 30[HD]
インフォメーション

11:30 11:30

12:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#3
『スパイの誘惑』

12:00 12:00

12:30 12:30 12:30

16:30 30[二]★[終][CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #24
『ストロベリークリーム　パート２』

16:30 16:30

17:00 17:00 17:00

17:30 30[HD]
インフォメーション

17:30 17:30

15:00 00[HD]
インフォメーション

15:00 15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #23
『ストロベリークリーム　パート１』

15:30 15:30

16:00 16:00 16:00

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#4
『遺産』

20:00 20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #13
『送金』

21:00 21:00

21:30 21:30 21:30

18:00 00[5.1][HD][字][新]
マンハント：デッドリーゲーム #1
『セント爆弾』

18:00 18:00

18:30 18:30 18:30

19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#3
『スパイの誘惑』

19:00 19:00

19:30 19:30 19:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #6
『ボーリンの信念』

24:00 24:00

24:30 24:30 24:30

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #13
『送金』

25:00 25:00

25:30 25:30 25:30

22:00 00[二]★[HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #6
『ボーリンの信念』

22:00 22:00

22:30 22:30 22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

23:00 00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #10
『ストレス爆発のプレイリスト』

23:00 23:00

23:30 23:30 23:30

28:00 00[二]★[HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 シーズン3[R15
＋相当] #8
『エピソード8』

28:00 28:00

28:30 28:30 28:30

29:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #4
『失望へのプレリュード』

29:00 29:00

29:30 29:30 29:30

26:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #23
『ストロベリークリーム　パート１』

26:00 26:00

26:30 26:30 26:30

27:00 00★[終][HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン3 #24
『ストロベリークリーム　パート２』

27:00 27:00

27:30 27:30 27:30


