
スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年6月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.06.01-2021.06.06
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。

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #35
『海底の罠』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #37
『ソロン王国の陰謀』

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 #28
『タジマノン神殿の謎』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #30
『大暴れ帆前船』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #32
『サイクロン・ジェット機出動』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #34
『怪物潜水艦接近す』

06:30 30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #36
『コロッコ共和国』

06:00 00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #27
『海底火山国大爆発』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #29
『タイタン、ロカビリーにイカれる！』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #31
『そこに爆薬が！』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #33
『海底原始人』

06:00

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #38
『ウラナリ大王の挑戦』

06:30

08:00

08:30 08:30 08:30

07:00

07:30 07:30 07:30

08:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #12
『マック＋ジャック』

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

00[二]★[CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #14
『マルディグラ＋椅子』

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

08:00

07:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #19
『模倣犯』

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

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

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

07:00 00[多]★[終][CC][HD][解]
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン1 HD版 #29
『デネバ星の怪奇生物』

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 #5
『心臓のない死体』

00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #2
『ユナバーバ』

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 #6
『究極の効率化』

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]
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』

30[5.1][HD][字][新]
マンハント：デッドリーゲーム #1
『セント爆弾』

30[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』

30[二][HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #19
『ジャック・イン・ボックス』

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 #7
『ストームチェイサー』

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00

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 #8
『ホープ』

30[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』

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 #14『隕石がもたらす兆候の法則』

11:00 11:00

30[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #11
『ママのプレイリスト』

09:30

10:00 10:00 10:00

10:30 30[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』

30[5.1]★[HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #19
『ジャック・イン・ボックス』

30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #2
『カタリーナ・ロストヴァ（続編）』

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

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30

12:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#5
『弟ができた日』

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

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

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

12:00 00[二]★[CC][HD][新]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#1
『刺客の宿命』

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

11:30

13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#2
『記憶のいたずら』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#8
『英雄の帰還（前編）』

13:00

13:30 13:30 13:30

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#7
『魔の三角関係』

12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#6
『臓器の行方』

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

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

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

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#3
『ペネロピ文書』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#9
『英雄の帰還（後編）』

14:00

14:30 14:30 14:30

14:00 00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #13
『送金』

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

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #15
『首狩』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #16
『毒刺』

14:00

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#4
『殺害依頼』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#10
『ディノッゾの受難』

15:00

15:30 30[二]★[CC][HD][新]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #1
『緋色のリボン』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #3
『赤いバルーン』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #5
『血と砂』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #7
『点滅するレッドランプ』

15:30 15:30

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00

16:00 16:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#5
『自由を求めて』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#11
『雪夜の奇跡』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #2
『赤い手帳』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #4
『赤いバラの庭で』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #6
『カーマインの行方』

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

16:30 16:30

17:00 17:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#6
『恋に落ちて』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#12
『ファントムの再来』

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

00[5.1][HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #19
『ジャック・イン・ボックス』

00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #2
『ユナバーバ』

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 #15『精子提供で揺れ動く法則』

18:30 18:30

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

17:30 17:30

18:00 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』

00[二]★[HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #19
『ジャック・イン・ボックス』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #2
『カタリーナ・ロストヴァ（続編）』

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

18:00

00★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『マシュー・ブロデリック』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #2
『カタリーナ・ロストヴァ（続編）』

19:00

19:30 19:30 19:30

19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#5
『弟ができた日』

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

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

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

19:00

00★[HD][字]
【2話連続放送】
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[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #9
『３人婚の謎』

20:00

20:30 20:30 20:30

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#6
『臓器の行方』

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

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

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

20:00

21:00

21:30 21:30 21:30

21:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #14
『疑惑』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #15
『首狩』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #16
『毒刺』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #17
『極道』

21:00

00[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #11
『ママのプレイリスト』

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

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！

24:30 30[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン1[R15＋相当] #2
『友達』

24:00 00[5.1]★[HD][字][新]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #1
『煙』

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

22:00

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

00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン8 #2
『カタリーナ・ロストヴァ（続編）』

00★[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #9
『３人婚の謎』

00[二]★[CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #11
『ママのプレイリスト』

00[5.1]★[HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #2
『ユナバーバ』

22:00

00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #2
『カタリーナ・ロストヴァ（続編）』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #9
『３人婚の謎』

00[5.1]★[HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #11
『ママのプレイリスト』

00★[HD][字]
【2話連続放送】
クリミナル・マインド シーズン7 #8
『ホープ』

00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #11
『ママのプレイリスト』

00[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン1[R15＋相当] #3
『犬』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #2
『カタリーナ・ロストヴァ（続編）』

25:00

25:30 25:30 30[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン1[R15＋相当] #4
『…』

25:30

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #14
『疑惑』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #15
『首狩』

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #16
『毒刺』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #17
『極道』

25:00

23:00

23:30 23:30 23:30

00[5.1][HD][字][新]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #1
『煙』

00[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #11
『ママのプレイリスト』

24:30

24:00

23:00 00[二]★[HD][新]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #1
『煙』

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』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #9
『３人婚の謎』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #2
『カタリーナ・ロストヴァ（続編）』

23:00

00[5.1]★[HD][字][新]
カジュアル シーズン1[R15＋相当] #1
『始まり』

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィ
ジー編 #15
『ニューフェイスが巻き起こす大旋風』

24:00

24:30

00[二][HD][新]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #1
『煙』

00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30 29:30 29:30

29:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #5
『２１歳の誕生日』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #7
『秘密とパイ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #8
『脚本をめぐる混乱』

29:00

00[二]★[終][HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 シーズン3[R15
＋相当] #10
『エピソード10』

05[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #6
『迷子になって』

00[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン1[R15＋相当] #9
『結婚』

00[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン1[R15＋相当] #5
『母親』

00[5.1][HD][字][新]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #1
『煙』

26:00

26:30 26:30 30[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン1[R15＋相当] #6
『出会い』

26:30

26:00 00★[HD][字][新]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #1
『緋色のリボン』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #3
『赤いバルーン』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #5
『血と砂』

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

26:00

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 #6
『究極の効率化』

28:00

28:30 28:30 30[5.1]★[終][HD][字]
カジュアル シーズン1[R15＋相当] #10
『デイヴ』

28:30

28:00 00[二]★[HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 シーズン3[R15
＋相当] #9
『エピソード9』

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

28:00

00[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン1[R15＋相当] #7
『家』

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 #5
『心臓のない死体』

27:00

27:30 27:30 30[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン1[R15＋相当] #8
『瓶』

27:30

27:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #2
『赤い手帳』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #4
『赤いバラの庭で』

00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #6
『カーマインの行方』

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

27:00



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年6月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.06.07-2021.06.13
2021.06.07 2021.06.08 2021.06.09 2021.06.10 2021.06.11 2021.06.12 2021.06.13

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
05[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #2
『ラ・ラ・ロックト』

29:30 29:30 29:30

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[二]★[HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 シーズン4[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4[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4[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4[R15
＋相当] #6
『エピソード6』

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】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #8
『憎悪の根源』

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 00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #9
『フィフティ・シェイズ・オブ・レッド』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #9
『赤いスウェット』

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

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

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

26:00 00★[HD][字]
【キャッチアップ】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #10
『不運な男の謎』

00[5.1][HD][字]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #2
『息の根』

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 #18
『零日』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #19
『捕虜』

00
メンテナンスのため休止

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #20
『復帰』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #21
『本心』

25:00 00★[HD][字]
【キャッチアップ】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #9
『３人婚の謎』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #3
『16オンス』

27:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #10
『赤のフーガ』

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

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

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

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】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #7
『久々の交流』

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン1 #10
『リービング・ロサンゼルス』

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #1
『プレイヤーズ』

29:00 00[二][HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #2
『息の根』

00[HD]
インフォメーション

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 #7
『固い友情』

00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #3
『16オンス』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #10
『不運な男の謎』

00[5.1]★[終][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #12
『パパのプレイリスト』

00[5.1]★[HD][字]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #2
『息の根』

24:00 00★[HD][字]
【キャッチアップ】
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]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィ
ジー編 #16
『すれ違うアイランダー』

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 #11
『ママのプレイリスト』

00[二]★[HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #2
『息の根』

00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #7
『固い友情』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #10
『不運な男の謎』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #3
『16オンス』

23:00 00★[HD][字]
【キャッチアップ】
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]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #12
『パパのプレイリスト』

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 #7
『固い友情』

00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン8 #3
『16オンス』

00★[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #10
『不運な男の謎』

00[二]★[終][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #12
『パパのプレイリスト』

00[5.1]★[HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #3
『ボンビンガム』

22:00 00[5.1][終][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #12
『パパのプレイリスト』

00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #7
『固い友情』

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 #18
『零日』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #19
『捕虜』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #3
『16オンス』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #20
『復帰』

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

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 #10
『血に染まった拳』

00[二][終][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #12
『パパのプレイリスト』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#14
『ゆがんだ正義』

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

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

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#20
『高額当選の秘密』

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

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 #9
『死の行軍』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #10
『不運な男の謎』

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 #16『ダンジョン＆セレブの法則』

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
#13
『ウイルスＸ』

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

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

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

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

19:00 00★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『ブルック・シールズ』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #3
『16オンス』

19:00

19:30 19:30 19:30

18:00 00[二][HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #19
『ジャック・イン・ボックス』

00[二][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #11
『ママのプレイリスト』

00[二]★[終][HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #20
『神の御心』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #3
『16オンス』

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 #15『精子提供で揺れ動く法則』

18:00 00[5.1][終][HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #20
『神の御心』

00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #3
『ボンビンガム』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#18
『見透かされる心』

00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#24
『誓い』

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4 #9
『赤いスウェット』

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

30[二][HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #2
『息の根』

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

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

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#17
『交錯する思惑』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#23
『くすぶる炎』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #10
『赤のフーガ』

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

30[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #2
『ユナバーバ』

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

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

16:30 16:30

17:00 17:00

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#16
『心理作戦』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#22
『火中の真実』

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 #17
『極道』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #18
『零日』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #19
『捕虜』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #10
『不運な男の謎』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #20
『復帰』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#15
『スーパーヒーロー』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#21
『再燃』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#14
『ゆがんだ正義』

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

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

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#20
『高額当選の秘密』

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

13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#14
『運命の分かれ道』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#20
『神聖な使命』

11:30

12:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#13
『ウイルスＸ』

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

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

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

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

12:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#13
『愛と裏切り』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9
#19
『巣立ち』

12:00

12:30 12:30 12:30

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

09:30

10:00 10:00 10:00

10:30 30[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #2
『ユナバーバ』

30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #9
『３人婚の謎』

30[5.1]★[終][HD][字]
スーパーナチュラル シーズン14 #20
『神の御心』

30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #3
『16オンス』

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

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 #10
『血に染まった拳』

30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #7
『固い友情』

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 #15『精子提供で揺れ動く法則』

11:00 11:00

09:30 30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #2
『カタリーナ・ロストヴァ（続編）』

30[5.1][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #11
『ママのプレイリスト』

30[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #2
『ユナバーバ』

30[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #7
『固い友情』

30[二][終][HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #20
『神の御心』

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 #9
『死の行軍』

30[二][終][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #12
『パパのプレイリスト』

08:00

08:30 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

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00

08:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #16
『ハンモック＋バルコニー』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #17
『クマのワナ＋マフィアのボス』

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

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

00[二]★[CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #20
『超高層ビル－電力』

08:00 00[多]★[CC][HD][解]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン2 HD版 #2
『神との対決』

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 #8
『憎悪の根源』

06:00

06:30 30[HD]
インフォメーション

06:30 06:30

07:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
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]
【帯】
レッドライン ～悲しみの向こうに #2
『寄り添う心』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
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]
【帯】
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]
【帯】
レッドライン ～悲しみの向こうに #5
『揺れる心』

07:00 00[多]★[CC][HD][解][新]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン2 HD版 #1
『バルカン星人の秘密』

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 #7
『久々の交流』

07:00

07:30 07:30 07:30

06:00 00[二/一部字]★[終]【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #39
『最高殊勲者トロイ艦長』

00[二]★[CC][新]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン1 #1
『聖なる神殿の謎～パート 1～』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン1 #2
『聖なる神殿の謎～パート 2～』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン1 #3
『“スペース・テロリスト”ターナ・ロス』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン1 #4
『宇宙ステーション殺人事件』

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン1 #5
『恐怖のウイルス』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン1 #6
『ワーム・ホールから来たエイリアン』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年6月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.06.14-2021.06.20
2021.06.14 2021.06.15 2021.06.16 2021.06.17 2021.06.18 2021.06.19 2021.06.20

月 火 水 木 金 土 日

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

※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。

28:30

45[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン7

50[二]★[HD]
【スタートレックまるごと20時間！】
宇宙大作戦／スタートレック パイロッ
ト版
『歪んだ楽園』

29:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #3
『衝撃スキャンダル』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #4
『キッズ・アーント・オールライト』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #5
『リアリティ・バイツ・バック』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #6
『グッバイボーイ』

29:00 00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30 30[HD]
インフォメーション

29:30 29:30

27:00

15[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン1

27:30 27:30 30[二][HD]
【スタートレックまるごと20時間！】
スタートレック ショートトレック #2『宇宙の恋人』

30[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン2 27:30

45[HD]15分でわかる「ブラックリスト」 シーズン3

28:00 00[二]★[HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 シーズン4[R15
＋相当] #7
『エピソード7』

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

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

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

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

28:00 00[二][HD]
【スタートレックまるごと20時間！】
スタートレック ショートトレック #3『希望の輝き』

00[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン4 28:00

15[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン5

28:30 30★[字]【帯】
ウルトラマンG（グレート） リマスター版 #2
『凍てついた龍』

28:30 30[二][終][HD]
【スタートレックまるごと20時間！】
スタートレック ショートトレック #4『華麗なる脱出』

30[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン6

27:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #18
『赤いお茶』

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

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

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

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

27:00 00[二][HD][新]
【スタートレックまるごと20時間！】
スタートレック ショートトレック #1『逃亡者』

00[HD]インフォメーション

25:00

25:30 30[5.1]★[終][HD][字]
スタートレック ショートトレック #4
『華麗なる脱出』

25:30 25:30

26:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #17
『ワインレッドの殺人』

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

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

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

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

26:00 00[二]★[終][HD]
【スタートレックまるごと20時間！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン1 #15
『新たなる旅立ち』

00[5.1][HD][字]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #3
『みんなめでたし』

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 #22
『誘拐』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #23
『爆発』

00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #24
『出航』

00[5.1]★[HD][字]
スタートレック ショートトレック #3
『希望の輝き』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #1
『潜水』

25:00 00[二]★[HD]
【スタートレックまるごと20時間！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン1 #14
『外なる戦い、内なる戦い』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #4
『エリザベス・キーン』

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 #8
『アリバイを崩せ』

00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #4
『エリザベス・キーン』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #11
『招かれざる客の謎』

00[5.1]★[HD][字][新]
スタートレック ショートトレック #1
『逃亡者』

00[5.1]★[HD][字]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #3
『みんなめでたし』

24:00 00[二]★[HD]
【スタートレックまるごと20時間！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン1 #13
『過去は序章』

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィ
ジー編 #17
『衝撃のリカップリング』

24:00

24:30 30[5.1]★[HD][字]
スタートレック ショートトレック #2
『宇宙の恋人』

24:30 24:30

23:00 00[二][終][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #12
『パパのプレイリスト』

00[二]★[HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #3
『みんなめでたし』

00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #8
『アリバイを崩せ』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #11
『招かれざる客の謎』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #4
『エリザベス・キーン』

23:00 00[二]★[HD]
【スタートレックまるごと20時間！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン1 #12
『大それた野心』

00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #4
『走れルドルフ』

22:00

22:30 30[二]★[終][HD]
スタートレック ショートトレック #4
『華麗なる脱出』

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！

22:00 00[二]★[HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #8
『アリバイを崩せ』

00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン8 #4
『エリザベス・キーン』

00★[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #11
『招かれざる客の謎』

00[二]★[HD]
スタートレック ショートトレック #3
『希望の輝き』

00[5.1]★[HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #4
『走れルドルフ』

22:00 00[二]★[HD]
【スタートレックまるごと20時間！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン1 #11
『内なる狼』

00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #8
『アリバイを崩せ』

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 #22
『誘拐』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #23
『爆発』

00[二]★[終][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #24
『出航』

00[二]★[HD][新]
スタートレック ショートトレック #1
『逃亡者』

00[二]★[HD][新]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #1
『潜水』

21:00 00[二]★[HD]
【スタートレックまるごと20時間！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン1 #10
『我の意志にあらず』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #4
『エリザベス・キーン』

21:00

21:30 30[二]★[HD]
スタートレック ショートトレック #2
『宇宙の恋人』

21:30 21:30

20:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#24
『国境を越えて(後編)』

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

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

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#6
『マタイの福音書』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#8
『マングースの騎士団』

20:00 00[二]★[HD]
【スタートレックまるごと20時間！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン1 #9
『深き森の奥へ』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #11
『招かれざる客の謎』

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 #17
『赤ちゃんと楽しむ科学実験の法則』

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
#23
『国境を越えて(前編)』

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

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#3
『古傷のニューヨーク』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#5
『愛しのスパイ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#7
『壊れた歯車』

19:00 00[二]★[HD]
【スタートレックまるごと20時間！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン1 #8
『汝、平和を欲するなら、戦いに備え
よ』

00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #8
『判決』

19:00

19:30 19:30 19:30

18:00 00[二][終][HD]
スーパーナチュラル シーズン14 #20
『神の御心』

00[二][終][CC][HD]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #12
『パパのプレイリスト』

00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #3
『ボンビンガム』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #4
『エリザベス・キーン』

00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #16
『ダンジョン＆セレブの法則』

18:00 00[二]★[HD]
【スタートレックまるごと20時間！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン1 #7
『正気を狂気に変えるマジック』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #7
『令状』

00[二]★[HD]
【スタートレックまるごと20時間！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン1 #6
『忘却の川』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
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』

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4 #17
『ワインレッドの殺人』

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

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

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

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

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[HD]
【スタートレックまるごと20時間！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン1 #5
『我に苦痛を与えよ』

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

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン4 #18
『赤いお茶』

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

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

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

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

16:30 16:30

17:00 17:00

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[HD]
【スタートレックまるごと20時間！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン1 #4
『殺戮者のナイフは子羊の悲鳴など
気にかけない』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #4
『掲載か爆破か』

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 #21
『本心』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #22
『誘拐』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #23
『爆発』

00[二][終][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #24
『出航』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #11
『招かれざる客の謎』

14:00 00[二]★[HD]
【スタートレックまるごと20時間！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン1 #3
『支配する者』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #3
『毒樹の果実』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00[二]★[終][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#24
『国境を越えて(後編)』

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

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#4
『見落とし』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#6
『マタイの福音書』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#8
『マングースの騎士団』

13:00 00[二]★[HD]
【スタートレックまるごと20時間！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン1 #2
『連星系の戦い』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #2
『真偽』

11:30

12:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#23
『国境を越えて(前編)』

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

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#3
『古傷のニューヨーク』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#5
『愛しのスパイ』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#7
『壊れた歯車』

12:00 00[二]★[HD][新]
【スタートレックまるごと20時間！】
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン1 #1
『バルカンの挨拶』

00[二]★[CC][HD][新]
【全話一挙放送】
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #1
『世紀の爆弾魔』

12:00

12:30 12:30 12:30

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[5.1][終][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #12
『パパのプレイリスト』

30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #4
『エリザベス・キーン』

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 #15『精子提供で揺れ動く法則』

10:30 30[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン5 30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #8
『アリバイを崩せ』

10:30

45[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン6

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 #16『ダンジョン＆セレブの法則』

11:00 00[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン7 11:00

15[HD]インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00

09:30 30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #3
『16オンス』

30[5.1][終][HD][字]
ゾーイの超イケてるプレイリスト #12
『パパのプレイリスト』

30[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #3
『ボンビンガム』

30[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #8
『アリバイを崩せ』

30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #11
『招かれざる客の謎』

09:30 30[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン1 30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #11
『招かれざる客の謎』

09:30

45[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン2

10:00 10:00 00[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン3 10:00

15[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン4

00[二]★[HD][新]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
3 #1
『間に合わせ』

00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
3 #2
『ブラボー・リード＋忠誠＋友情』

08:00 00[多]★[CC][HD][解]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン2 HD版 #4
『イオン嵐の恐怖』

00[二][HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #3
『みんなめでたし』

08:00

08:30 08:30 08:30

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #11
『招かれざる客の謎』

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

07:00 00[多]★[CC][HD][解]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン2 HD版 #3
『超小型宇宙船ノーマッドの謎』

00[二]★[HD]
【スタートレックまるごと20時間！】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン1 HD完全版 #12
『タロス星の幻怪人(まぼろし)（後
編）』

07:00

07:30 30[二]★[CC]【帯】
ウルトラマンG（グレート） リマスター版 #2
『凍てついた龍』

07:30 07:30

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン1 #10
『死のゲーム』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン1 #11
『宇宙商人フェレンギ星人』

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン1 #12
『エイリアン殺人事件』

00[二]★[HD]
【スタートレックまるごと20時間！】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン1 HD完全版 #11
『タロス星の幻怪人(まぼろし)（前
編）』

06:00

06:30 06:30 06:30

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン1 #7
『超生命体“Q”』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン1 #8
『共生結合体生物“トリル族”』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン1 #9
『宇宙囚人バンディカ』

07:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
レッドライン ～悲しみの向こうに #6
『ウォークアウト』

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

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

08:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #21
『風＋水』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #22
『UFO＋エリア51』

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
2 #23
『マクガイバー＋マクガイバー』

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

10:30 30[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #3
『ボンビンガム』

30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #10
『不運な男の謎』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年6月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.06.21-2021.06.27
2021.06.21 2021.06.22 2021.06.23 2021.06.24 2021.06.25 2021.06.26 2021.06.27

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。

※6/21（月）27:55～28:00はスカパー!プレミアムのみメンテナンス休止

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #7
『サンダンスの招かれざる客』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #8
『ベイビー・ストーク』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #9
『フルメンタル・ジャケット』

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
FAMOUS IN LOVE シーズン2 #10
『新たな道へ』

00★[字][新][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #1
『危うし！ヴィーナス』

29:00 00[二][HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #4
『話せと言うから』

30★[字]【帯】
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)』

30★[字]【帯】
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―』

28:30 28:30

27:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #4
『血の抗争』

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

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

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

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

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
マンハント：デッドリーゲーム #5
『真昼の太陽の地』

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 #9
『パートナーの壁』

29:00

29:30 30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #2
『呪われた惑星』

29:30 29:30

29:00

26:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #3
『金庫の赤い血』

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

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

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

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

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
マンハント：デッドリーゲーム #4
『走れルドルフ』

00[5.1][HD][字]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #4
『話せと言うから』

26:00

26:30 26:30 26:30

00[HD]
インフォメーション

27:00

27:30 27:30 27:30

55[二][HD][新]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #1
『義弟』

28:00 00★[字]【帯】
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★[字]【帯】
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★[終][字]【帯】
ウルトラマンG（グレート） リマスター版 #7
『森の守護神』

00★[字]【帯】
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―』

00★[字]【帯】
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』

28:00 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 #10
『制裁計画』

28:00

28:30 30★[字]【帯】
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★[字]【帯】
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★[字][新]【帯】
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―』

24:00 00[5.1]★[HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #9
『分析官ビショップ』

00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #5
『フライボーグ・コンフィデンス』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #12
『ランナーの死の謎』

00[5.1]★[HD][字][新]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #1
『義弟』

00[5.1]★[HD][字]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #4
『話せと言うから』

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
マンハント：デッドリーゲーム #2
『ユナバーバ』

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するフィ
ジー編 #18
『怒りの鉄槌』

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
6 #2
『聴聞』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #3
『監査』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #4
『再燃』

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

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
マンハント：デッドリーゲーム #3
『ボンビンガム』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #5
『フライボーグ・コンフィデンス』

25:00
05[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #5
『越境』

25:30 25:30 25:30

22:00

22:30 22:30 22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！ 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 #9
『分析官ビショップ』

00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン8 #5
『フライボーグ・コンフィデンス』

00★[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #12
『ランナーの死の謎』

00[二]★[HD][新]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #1
『義弟』

00[5.1]★[HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #5
『真昼の太陽の地』

22:00 00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #5
『フライボーグ・コンフィデンス』

00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #9
『分析官ビショップ』

23:00 00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #4
『走れルドルフ』

00[二]★[HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #4
『話せと言うから』

00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #9
『分析官ビショップ』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #5
『フライボーグ・コンフィデンス』

23:00 00[5.1]★[HD][字]
【まだ間に合う！】
マンハント：デッドリーゲーム #1
『セント爆弾』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #12
『ランナーの死の謎』

23:00
05[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #12
『ランナーの死の謎』

23:30 23:30 23:30

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
6 #2
『聴聞』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #3
『監査』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #4
『再燃』

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

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

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 #12
『ピアノマン』

00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #5
『真昼の太陽の地』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#10
『報復』

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

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

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

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

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 #11
『天才vs.天才』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #12
『ランナーの死の謎』

30[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン3 30[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン7 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 #18『受賞者集合の法則』

18:30 18:30

45[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン4 45[HD]インフォメーション

19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#9
『罪を逃れて』

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

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

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

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

19:00 00★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『スーザン・サランドン』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #5
『フライボーグ・コンフィデンス』

19:00

19:30 19:30 19:30

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #4
『消えた海軍ヘリ』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #6
『フラッシュバック（前編）』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #12
『喪失』

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

55[5.1][HD][字][新]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #1
『義弟』

18:00 00[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン1 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]
マンハント：デッドリーゲーム #4
『走れルドルフ』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #5
『フライボーグ・コンフィデンス』

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 #17『赤ちゃんと楽しむ科学実験の法則』

18:00 00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #5
『真昼の太陽の地』

18:00

15[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン2 15[HD]15分でわかる「ブラックリスト」シーズン6

18:30

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

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

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #5
『和解の時』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #11
『償いの第一歩』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #4
『血の抗争』

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

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

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

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

16:30 16:30

17:00 17:00

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #10
『新100ドル札』

13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 00[二][HD][新]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #1
『潜水』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #2
『聴聞』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #3
『監査』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #4
『再燃』

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

14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #3
『不死鳥』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #9
『魔の三つ巴』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#10
『報復』

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

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

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

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

13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #2
『深い爪痕』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #8
『さらわれた少女』

15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #3
『金庫の赤い血』

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

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

11:30

12:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#9
『罪を逃れて』

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

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

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

12:00 00[二]★[CC][HD][新]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #1
『決死の反撃』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
10 #7
『フラッシュバック（後編）』

12:00

12:30 12:30 12:30

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

09:30

10:00 00[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #17『赤ちゃんと楽しむ科学実験の法則』

10:00 10:00

10:30 30[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #4
『走れルドルフ』

30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #11
『招かれざる客の謎』

30[二][HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #4
『話せと言うから』

30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #5
『フライボーグ・コンフィデンス』

30[二][HD]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 ファイ
ナル・シーズン #16『ダンジョン＆セレブの法則』

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 #12
『ピアノマン』

30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #9
『分析官ビショップ』

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 #17『赤ちゃんと楽しむ科学実験の法則』

11:00 11:00

09:30 30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #4
『エリザベス・キーン』

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 #16『ダンジョン＆セレブの法則』

30[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #4
『走れルドルフ』

30[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #9
『分析官ビショップ』

30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #12
『ランナーの死の謎』

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 #11
『天才vs.天才』

30[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #12
『ランナーの死の謎』

08:00

08:30 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

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00

08:00 00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
3 #3
『ボーザー＋酒＋二度目の学生生
活』

00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
3 #4
『勇気＋燃料＋希望』

00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
3 #5
『死者の日＋刺客＋家族』

00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
3 #6
『マードック＋マクガイバー＋マードッ
ク』

00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
3 #7
『スカベンジャー＋ハードディスク＋ド
ラゴンフライ』

08:00 00[多]★[CC][HD][解]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン2 HD版 #6
『宇宙の巨大怪獣』

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 #10
『制裁計画』

06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[二]★[CC]【帯】
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]【帯】
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]★[終][CC]【帯】
ウルトラマンG（グレート） リマスター版 #7
『森の守護神』

00[二]★[CC]【帯】
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―』

00[二]★[CC]【帯】
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』

07:00 00[多]★[CC][HD][解]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
ン2 HD版 #5
『死のパラダイス』

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 #9
『パートナーの壁』

07:00

07:30 30[二]★[CC]【帯】
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]【帯】
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]★[CC][新]【帯】
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―』

30[二]★[CC]【帯】
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)』

30[二]★[CC]【帯】
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―』

07:30 07:30

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン1 #13
『戦慄のガンマ宇宙域』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン1 #14
『混迷の惑星“ベイジョー”』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン1 #15
『第五の月“ジェラドー”』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン1 #16
『夢幻の刻』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン1 #17
『機械じかけの命』

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン1 #18
『反逆のテレパス・エネルギー』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン1 #19
『謎のカーデシア星人』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年6月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.06.28-2021.06.30
2021.06.28 2021.06.29 2021.06.30 2021.07.01 2021.07.02 2021.07.03 2021.07.04

月 火 水 木 金 土 日

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

※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。

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

29:00 00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #3
『ミニ星人の星』

00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #5
『第12号ステーション異常あり』

00★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #7
『謎の怪獣』

29:00 29:00

29:30 30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #4
『恐怖の蔦』

30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #6
『ミラスの神殿』

30★[字][B&W]【帯】
宇宙船XL-5 #8
『宇宙海賊』

29:30 29:30

28:00 00★[終][字]【帯】
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[二/一部字][新]【帯】
ロンドン指令X 完全版 #1
『コンピューター・スパイ』

00[二/一部字]【帯】
ロンドン指令X 完全版 #3
『スパイ脱獄』

28:00 28:00

28:30 30[HD]
インフォメーション

30[二]【帯】
ロンドン指令X 完全版 #2
『潜水艦スパイ』

30[二]【帯】
ロンドン指令X 完全版 #4
『航空写真スパイ』

28:30 28:30

27:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #14
『血の生き残りレース』

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

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

27:00 27:00

27:30 27:30 27:30

26:00 00★[HD][字]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #13
『赤い納屋』

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

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

26:00 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
6 #7
『飛行』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #8
『灰人』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #9
『毒草』

25:00 25:00

25:30 25:30 25:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #10
『魔の三重奏』

00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #6
『ウェルストーン・エージェンシー』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #13
『バレンタイン殺人の謎』

24:00 24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #5
『真昼の太陽の地』

00[二]★[HD]
ベター・コール・ソウル シーズン4 #5
『危ない橋』

00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #10
『魔の三重奏』

23:00 23:00

23:30 23:30 23:30

22:00 00[二]★[HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #10
『魔の三重奏』

00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン8 #6
『ウェルストーン・エージェンシー』

00★[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #13
『バレンタイン殺人の謎』

22:00 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！

21:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #7
『飛行』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #8
『灰人』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #9
『毒草』

21:00 21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#20
『プレデター』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #2
『除隊』

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

20:00 20:00

20:30 20:30 20:30

30[HD]
インフォメーション

17:30 17:30

18:00 00[二][HD][新]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #1
『義弟』

00[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #12
『ランナーの死の謎』

00[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #5
『真昼の太陽の地』

18:00 18:00

18:30 18:30 18:30

19:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #1
『窮地』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #3
『秀才』

19:00 19:00
05[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#19
『スパイの裏切り』

19:30 19:30 19:30

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

16:30 16:30

17:00 17:00 17:00

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5 #13
『赤い納屋』

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

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

15:30 15:30

16:00 16:00 16:00

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

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
6 #6
『逮捕』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #7
『飛行』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
6 #8
『灰人』

14:00 14:00

14:30 14:30 14:30

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6
#19
『スパイの裏切り』

00[二]★[HD][新]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #1
『窮地』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #3
『秀才』

12:00 12:00

12:30 12:30 12:30

00[HD]
インフォメーション

09:00 09:00

09:30 30[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #5
『フライボーグ・コンフィデンス』

30[5.1][HD][字][新]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #1
『義弟』

30[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #5
『真昼の太陽の地』

09:30 09:30

10:00 10:00 10:00

25[二][HD][新]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #1
『義弟』

10:30 30[5.1][HD][字]
マンハント：デッドリーゲーム #5
『真昼の太陽の地』

10:30 10:30
35[HD][字]
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン2 #12
『ランナーの死の謎』

11:00 11:00 11:00

30[二]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #4
『航空写真スパイ』

07:30 07:30

08:00 00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
3 #8
『リベンジ＋カタコンベ＋ゴースト』

00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
3 #9
『サンプル234＋電動ファン付呼吸用
保護具＋アウトブレイク』

00[二]★[HD]
【帯】
MACGYVER／マクガイバー シーズン
3 #10
『マティ＋イーサン＋忠実』

08:00 08:00

08:30 08:30 08:30

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン2 #2
『帰って来た英雄～パート・2～』

06:00 06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[二]★[終][CC]【帯】
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[二/一部字]★[新]【帯】
ロンドン指令X 完全版 #1
『コンピューター・スパイ』

00[二/一部字]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #3
『スパイ脱獄』

07:00 07:00

06:00 00[二]★[終][CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン1 #20
『預言者の導き』

00[二]★[CC][新]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン2 #1
『帰って来た英雄～パート・1～』

07:30 30[HD]
インフォメーション

30[二]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #2
『潜水艦スパイ』

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

13:00 00[二]★[終][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6
#20
『プレデター』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
4 #2
『除隊』

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
メンタリスト シーズン5 #14
『血の生き残りレース』

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

17:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション


