スーパー！ドラマＴＶ 番組表 2021年9月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.09.01-2021.09.05

2021.08.30
月

2021.08.31
火

06:00

2021.09.01
水

2021.09.02
木

2021.09.03
金

2021.09.04
土

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4 #13
『ジェラシー』

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4 #14
『新たなる戦線』

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4 #15
『モーグの息子たち』

06:00 00[二]★[CC]

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

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

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

07:00 00[多]★[CC][HD][解]

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

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

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

08:00 00[多]★[終][CC][HD][解]

09:00

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:30

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #2
『監視』

30[5.1][HD][字]
30[5.1][終][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン インベスティゲーション #6
11 #19
『執念』
『ニューオーリンズ支局 (後編)』

06:30

07:00

07:30

08:00

08:30

10:00

10:30

30[二][HD]
30[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ ブラックリスト シーズン8 #15
ン2 #10
『ロシアン・ノット』
『赤い天使』

11:00

30[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #2
『ブラッドリー・フィールド』

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4 #17
『選ばれし者の困惑』

06:00

00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #9
『小惑星からのSOS』

07:00

30[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #10
『ピラミッドの呪い』

07:30

00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #11
『最後の切り札』

08:00

30[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #12
『深海からの脱出』

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

09:00

09:30 30★[HD][字]

30[5.1][終][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #6
『ジョンとリズ』

09:30

【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
06:30 ナイン シーズン4 #16
『ロムの反乱』
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
07:30 ン2 HD版 #25
『もう一つの地球』
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
08:30 ン2 HD版 #26
『宇宙からの使者Mrセブン』

【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
10:00 シーズン1 #7
『撲殺された美術商の謎』
10:30 30★[HD][字]

15[HD]インフォメーション

【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
11:00 シーズン1 #8
『パーティーバス殺人の謎』

11:30

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30 30[HD]
インフォメーション

12:00

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

12:00 00[二]★[CC][HD][新]

00[二]★[HD]
【帯】
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]★[終][HD]
【帯】
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』

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

13:00 00[二]★[CC][HD]

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

00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #8
『理想の家族』

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

14:00 00[二]★[CC][HD]

15:00

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[CC][HD]

15:30

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

30[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #3
『イミテーション・ゲーム』

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

30[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #2
『オレンジの種五つ』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #4
『世界でひとつの彼女』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #6
『欲望という名の地図』

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

18:00

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #2
『監視』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #15
『ロシアン・ノット』

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

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

16:00

16:30

17:00

18:30

2021.09.05
日

06:30

10:00

10:30
30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #19
11:00
『ニューオーリンズ支局 (後編)』
30[HD]
インフォメーション

11:30

12:00
00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
12:30 1 #1
12:30
1 #7
『指定生存者』
『内通者の影』
13:00
00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
13:30 1 #2
13:30
1 #8
『就任初日の騒乱』
『信念が生み出すもの』
14:00
00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
14:30 1 #3
14:30
1 #9
『誠実さの先に』
『シミュレーション』
15:00
00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
15:30 1 #4
15:30
1 #10
『四方の敵』
『深まる疑念』
16:00 00[二]★[CC][HD]

16:00
00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
16:30 1 #5
16:30
1 #11
『命懸けの任務』
『戦う者たち』
17:00 00[二]★[CC][HD]

00[二]★[HD][新]【ビッグバン★セオリー ギークなボクら
の恋愛法則 セレクション】ビッグバン★セオリー ギークな
ボクらの恋愛法則 ファイナル・シーズン #1『新婚旅行に
おけるスケジュール設定の法則』

17:00

【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
17:30 1 #6
30[HD]
インフォメーション
『2つの尋問』

17:30

18:00 00[5.1][HD][字]

00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ S.W.A.T. シーズン4 #3
ン2 #11
『非情なる組織』
18:30 『永遠なる無限』

18:00

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #15
『ロシアン・ノット』

19:00

00[5.1][終][HD][字]
インベスティゲーション #6
『執念』

20:00

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #3
『非情なる組織』

21:00

18:30

45[HD]インフォメーション
19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
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[5.1]★[HD][字]
【帯】
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][字][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #1
『出発』

19:00 00[5.1][HD][字]

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
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[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
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』

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

20:00 00[HD][字]

00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #8
『理想の家族』

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

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

21:00 00[HD][字]

00[5.1]★[終][HD][字]
刑事カーディナル 凍てつく夜に #6
『ジョンとリズ』

00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ S.W.A.T. シーズン4 #3
ン2 #11
『非情なる組織』
『永遠なる無限』

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]
00[5.1][終][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン 刑事カーディナル 凍てつく夜に #6
11 #19
『ジョンとリズ』
『ニューオーリンズ支局 (後編)』

23:30

24:00

24:30

25:00

25:30

26:00

26:30

27:00

27:30

28:00

28:30

29:00

29:30

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

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

※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。

19:30

【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
20:30 シーズン1 #7
『撲殺された美術商の謎』
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
21:30 シーズン1 #8
『パーティーバス殺人の謎』
22:00 00[二][HD]
22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #15
『ロシアン・ノット』

S.W.A.T. シーズン4 #3
『非情なる組織』

21:30

ブラックリスト シーズン8 #15
『ロシアン・ノット』

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

【キャッチアップ】
ブラックリスト シーズン8 #11
23:30 『キッド船長』

00[5.1]★[終][HD][字]
インベスティゲーション #6
『執念』

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ S.W.A.T. シーズン4 #3
ン2 #11
『非情なる組織』
『永遠なる無限』

24:00 00[二]★[HD]

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

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

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

25:00 00[二]★[HD]

00★[HD][字][新]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #1
『ヤマアラシのジレンマ』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #3
『イミテーション・ゲーム』

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

26:00 00[二]★[HD]

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #2
『オレンジの種五つ』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #4
『世界でひとつの彼女』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #6
『欲望という名の地図』

27:00 00[二]★[HD]

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

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

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

28:00 00[二][HD]

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

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

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

29:00 00[5.1][終][HD][字]

[B&W]:モノクロ
[5.1]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS、ケイオプティコム、ひかりTV HDのみ5.1chサラウンド
[CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕

20:30

22:00
00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #19
22:30
『ニューオーリンズ支局 (後編)』

23:00 00[二]★[HD]

【キャッチアップ】
ブラックリスト シーズン8 #12
24:30 『ラキーティン』

【キャッチアップ】
ブラックリスト シーズン8 #13
25:30 『アン』

【キャッチアップ】
ブラックリスト シーズン8 #14
26:30 『不運』

【キャッチアップ】
ブラックリスト シーズン8 #15
27:30 『ロシアン・ノット』

スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #11
28:30 『永遠なる無限』

29:30

19:30

刑事カーディナル 凍てつく夜に #6
『ジョンとリズ』

23:00
00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #11
23:30
『永遠なる無限』

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA 水着で恋するラ
スベガス編 #4
『リカップリングで大混乱』

24:00

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #15
『ロシアン・ノット』

25:00

00[5.1][終][HD][字]
インベスティゲーション #6
『執念』

26:00

00[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #9
『小惑星からのSOS』

27:00

30[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #10
『ピラミッドの呪い』

27:30

00[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #11
『最後の切り札』

28:00

30[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #12
『深海からの脱出』

28:30

00[HD]
インフォメーション

29:00

24:30

25:30

26:30

29:30

スーパー！ドラマＴＶ 番組表 2021年9月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.09.06-2021.09.12

2021.09.06
月
06:00 00[二]★[CC]

2021.09.07
火

2021.09.08
水

2021.09.09
木

2021.09.10
金

2021.09.11
土

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4 #19
『つくられた記憶』

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4 #20
『鏡あわせのジェニファー』

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4 #21
『二人の女神』

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4 #22
『裏切り者は誰だ』

06:00 00[二]★[CC]

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 #10
『血に染まった拳』

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

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

07:00 00[多]★[CC][HD][解][新]

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

00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #20
『死のバイキング』

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

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

08:00 00[多]★[CC][HD][解]

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

09:30 30[5.1][HD][字]

30[5.1][HD][字]
30[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ S.W.A.T. シーズン4 #3
ン2 #11
『非情なる組織』
『永遠なる無限』

【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
06:30 ナイン シーズン4 #18
『裁かれるウォーフ』
07:00 00[二][HD]
07:30

S.W.A.T. シーズン4 #3
『非情なる組織』

08:00 00★[HD][字]
08:30

10:00

発見！ファミリー・ルーツ
『ブルック・シールズ』

ブラックリスト シーズン8 #15
『ロシアン・ノット』

10:30 30[5.1][HD][字]
11:00

S.W.A.T. シーズン4 #3
『非情なる組織』

30[5.1][終][HD][字]
インベスティゲーション #6
『執念』

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4 #24
『星に死の満つる時』

06:00

00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #13
『重力の井戸』

07:00

30[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #14
『狙われたスペースホテル』

07:30

00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #15
『月面基地アルフィー』

08:00

30[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #16
『バースデー・プレゼント』

08:30

00[HD]
インフォメーション

09:00

30[5.1][HD][字][新]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #1
『ローラ判事誕生』

09:30

10:30

15[HD]インフォメーション

【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
11:00 シーズン1 #10
『ある不妊治療医の謎』

30[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #2
『独創的な判事』
30[HD]
インフォメーション

11:30

【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
06:30 ナイン シーズン4 #23
『戦士の宿命』
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
07:30 ン3 HD版 #1
『盗まれたスポックの頭脳』
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
08:30 ン3 HD版 #2
『透明宇宙船』

09:30 30★[HD][字]
30[5.1][HD][字]
30[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン スタートレック ディスカバリー シーズ
【2話連続放送】
11 #20
ン2 #12
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
10:00 シーズン1 #9
『ネットの闇世界』
『影の谷を歩むとも』
『老夫婦と遺言書の謎』

30[二][HD]
30[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ ブラックリスト シーズン8 #16
ン2 #11
『ニコラス・オーベンレイダー』
『永遠なる無限』

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

10:30 30★[HD][字]

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

12:00 00[二]★[HD]

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

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

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

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

12:00 00[二]★[CC][HD]

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

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

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

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

13:00 00[二]★[CC][HD]

00[二][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #12
『ハーメルンの笛吹き男』

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

14:00 00[二]★[CC][HD]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #10
14:30 『肉と血』

00[5.1][HD][字]
00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ 【帯】
ン2 #11
クリミナル・マインド シーズン14 #11
『永遠なる無限』
『闇に潜むハンター』

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]

15:30 30[HD][字]

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

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

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

30[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #13
『ペイバック』

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

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

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

30[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #14
『女たちの戦い』

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

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #3
『非情なる組織』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #16
『ニコラス・オーベンレイダー』

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

18:00 00[5.1][HD][字]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #3
12:30 『ブルー・エンジェル』
13:00 00[二]★[HD]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #4
13:30 『キラー・アプリ』
14:00 00[二][HD]

16:00

発見！ファミリー・ルーツ
『ブルック・シールズ』

16:30 30[5.1][終][HD][字]
17:00

インベスティゲーション #6
『執念』

17:30 30[HD]
インフォメーション
18:00 00[二][HD]

00[5.1][終][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ 刑事カーディナル 凍てつく夜に #6
ン2 #11
『ジョンとリズ』
18:30 『永遠なる無限』

2021.09.12
日

06:30

10:00

11:00

12:00
00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
12:30 1 #12
12:30
1 #17
『ひとつの幕引き』
『9人目の候補者』
13:00
00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
13:30 1 #13
13:30
1 #18
『向かい火』
『蘇りし男』
14:00
00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
14:30 1 #14
14:30
1 #19
『最高司令官』
『別の立場で』
15:00
00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
15:30 1 #15
15:30
1 #20
『100日構想』
『爆弾記事』
16:00 00[二]★[CC][HD]

16:00
00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
16:30 1 #16
16:30
1 #21
『党派の壁』
『衝撃に備えて』
17:00 00[5.1][HD][字]

ブラックリスト シーズン8 #16
『ニコラス・オーベンレイダー』

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

17:00

30[HD]
インフォメーション

17:30

00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ S.W.A.T. シーズン4 #4
ン2 #12
『逆恨み』
18:30 『影の谷を歩むとも』

18:00

19:00

18:30

45[HD]インフォメーション
19:00 00★[HD][字]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #3
19:30 『ブルー・エンジェル』
20:00 00★[HD][字]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #4
20:30 『キラー・アプリ』
21:00 00[5.1][終][HD][字]
21:30

刑事カーディナル 凍てつく夜に #6
『ジョンとリズ』

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

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

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

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

19:00 00[5.1][HD][字]

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

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

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #10
『水没』

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

20:00 00[HD][字]

00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #11
『闇に潜むハンター』

00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #12
『ハーメルンの笛吹き男』

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

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

21:00 00[HD][字]

00[5.1]★[HD][字][新]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #1
『ローラ判事誕生』

00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ S.W.A.T. シーズン4 #4
ン2 #12
『逆恨み』
『影の谷を歩むとも』

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]

00[二]★[HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン ブラックリスト シーズン8 #16
11 #20
『ニコラス・オーベンレイダー』
22:30 『ネットの闇世界』
55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！
23:00 00[二][HD]
23:30

S.W.A.T. シーズン4 #3
『非情なる組織』

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

00[二][HD]
00[5.1]★[HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ 【2話連続放送】
ン2 #11
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
『永遠なる無限』
ケル #2
『独創的な判事』

24:00 00[5.1]★[HD][字]

19:30

【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
20:30 シーズン1 #9
『老夫婦と遺言書の謎』
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
21:30 シーズン1 #10
『ある不妊治療医の謎』
22:00 00[二][HD]
22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

00[二][HD]
00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン ブラックリスト シーズン8 #16
11 #20
『ニコラス・オーベンレイダー』
『ネットの闇世界』

S.W.A.T. シーズン4 #4
『逆恨み』

ブラックリスト シーズン8 #16
『ニコラス・オーベンレイダー』

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！
23:00 00★[HD][字]
23:30

発見！ファミリー・ルーツ
『スーザン・サランドン』

24:00 55★[HD][字][新]

00[5.1]★[HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン ブラックリスト シーズン8 #16
11 #20
『ニコラス・オーベンレイダー』
24:30 『ネットの闇世界』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #3
『非情なる組織』

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ S.W.A.T. シーズン4 #4
ン2 #12
『逆恨み』
『影の谷を歩むとも』

25:00 00
メンテナンスのため休止

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #11
『闇に潜むハンター』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #12
『ハーメルンの笛吹き男』

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

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

25:00 00★[HD][字]

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #7
『ゴーン・ガール』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #9
『時の支配者』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #11
『高名な依頼人』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #13
『ペイバック』

26:00 00★[HD][字]

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

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

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #12
『決着の日』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #14
『女たちの戦い』

27:00 00★[HD][字]

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

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

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

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

28:00 00★[HD][字]

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

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #20
『死のバイキング』

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

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

29:00 00[二][HD]

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

[B&W]:モノクロ
[5.1]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS、ケイオプティコム、ひかりTV HDのみ5.1chサラウンド
[CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕

25:30

26:00

26:30

27:00

27:30

28:00

28:30

29:00

29:30

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

※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。

【全話一挙放送】
ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #1
24:30 『手段を選ばず』

【全話一挙放送】
ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #2
25:30 『敵と味方』

【全話一挙放送】
ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #3
26:30 『我らの日は来たらん』

【全話一挙放送】
ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #4
27:30 『偉大なる男』

【全話一挙放送】
ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #5
28:30 『せめぎ合い』

NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #20
29:30 『ネットの闇世界』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #16
『ニコラス・オーベンレイダー』

19:30

20:00
00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #20
20:30
『ネットの闇世界』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #4
『逆恨み』

21:00

00[5.1][HD][字][新]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #1
『ローラ判事誕生』

22:00

21:30

22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

00[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #2
『独創的な判事』

23:00

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA 水着で恋するラ
スベガス編 #5
『心変わり』

24:00

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #16
『ニコラス・オーベンレイダー』

25:00

23:30

24:30

25:30

26:00
00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #12
26:30
『影の谷を歩むとも』
00[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #13
『重力の井戸』

27:00

30[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #14
『狙われたスペースホテル』

27:30

00[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #15
『月面基地アルフィー』

28:00

30[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #16
『バースデー・プレゼント』

28:30

00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30

スーパー！ドラマＴＶ 番組表 2021年9月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.09.13-2021.09.19

2021.09.13
月
06:00 00[二]★[CC]

2021.09.14
火

2021.09.15
水

2021.09.16
木

2021.09.17
金

2021.09.18
土

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4 #26
『可変種の脅威 第二幕（前編）』

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5 #1
『可変種の脅威 第二幕（後編）』

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5 #2
『神の船』

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5 #3
『クワークの再婚』

06:00 00[二]★[CC]

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]★[HD][新]
スタートレック ショートトレック #1
『逃亡者』

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

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

07:00 00[多]★[CC][HD][解]

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

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
#4
『死者の声』

08:00 00[多]★[CC][HD][解]

【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
08:30 #1
『街を守れ』

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』

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

09:30 30[5.1][HD][字]

30[5.1][HD][字][新]
30[二][HD]
【2話連続放送】
S.W.A.T. シーズン4 #4
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ 『逆恨み』
ケル #1
『ローラ判事誕生』

【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
06:30 ナイン シーズン4 #25
『クワーク、絶体絶命』
07:00 00[二]★[CC][HD]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #13
07:30 『愛しきナンバー８』
08:00 00[二]★[CC][HD][新]

10:00

ブラックリスト シーズン8 #16
『ニコラス・オーベンレイダー』

10:30 30[5.1][HD][字]

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

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5 #5
『ケイコのために』

06:00

00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #17
『海底急行の危機』

07:00

30[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #18
『マックス 北極圏へ出動！』

07:30

00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #19
『小さな科学者』

08:00

30[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #20
『伝説の金庫破り』

08:30

00[HD]
インフォメーション

09:00

30[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #3
『法廷で鳥が鳴く時』

09:30

10:30

15[HD]インフォメーション

【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
11:00 シーズン1 #12
『不審な死と火事の謎』

30[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #4
『陪審員の現場検証』
30[HD]
インフォメーション

11:30

【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
06:30 ナイン シーズン5 #4
『戦う勇気』
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
07:30 ン3 HD版 #3
『小惑星衝突コース接近』
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
08:30 ン3 HD版 #4
『悪魔の弟子達』

09:30 30★[HD][字]
30[5.1][HD][字]
30[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン スタートレック ディスカバリー シーズ
【2話連続放送】
11 #21
ン2 #13
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
10:00 シーズン1 #11
『正義の行方』
『甘い悲しみ(前編)』
『冷凍されたコックの謎』

30[二][HD]
30[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ ブラックリスト シーズン8 #17
ン2 #12
『イワン・ステパノフ』
『影の谷を歩むとも』

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

12:00 00[二]★[HD]

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

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

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

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

12:00 00[二]★[HD][新]

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

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

00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #20
『死のバイキング』

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

13:00 00[二]★[HD]

00[二][HD][新]
【帯】
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』

00[二]★[HD]【ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋
愛法則 セレクション】ビッグバン★セオリー ギークなボク
らの恋愛法則 ファイナル・シーズン #3『最適な家族計画
の法則』

00[二][HD]
【帯】
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』

14:00 00[二]★[HD]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #14
14:30 『悪霊の棲む家』

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

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]

15:30 30[二]★[CC][HD]

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

30[5.1]★[HD][字][新]
スタートレック ショートトレック #1
『逃亡者』

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

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

【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
17:00 NY シーズン3 #16
『見えない手錠』

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

30[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]★[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』

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

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

17:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #17
『イワン・ステパノフ』

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

11:00

【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #13
12:30 『杖とヘビ』
13:00 00[二]★[HD]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #14
13:30 『瘴気』
14:00 00[二][HD]

【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
16:00 NY シーズン3 #15
『命の値段』
16:30 30[二]★[CC][HD]

00[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』

18:00 00[二][HD]

00[二][HD]
00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン S.W.A.T. シーズン4 #4
ン2 #12
11 #21
『逆恨み』
18:30 『影の谷を歩むとも』
『正義の行方』

30[HD]
インフォメーション

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

10:30 30★[HD][字]

30[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #2
『独創的な判事』

S.W.A.T. シーズン4 #4
『逆恨み』

2021.09.19
日

06:30

10:00

11:00

12:00
00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
12:30 2 #1
12:30
2 #7
『就任1周年』
『家族の絆』
13:00
00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
13:30 2 #2
13:30
2 #8
『最後の一刺し』
『帰る場所』
14:00
00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
14:30 2 #3
14:30
2 #9
『感染症の勃発』
『3通の手紙』
15:00
00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
15:30 2 #4
15:30
2 #10
『均衡の崩れ』
『集中砲火』
16:00 00[二]★[HD]

16:00
00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
16:30 2 #5
16:30
2 #11
『寄生虫』
『深い悲しみ』
17:00 00[二]★[HD]

17:00
00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
17:30 2 #6
17:30
2 #12
『2隻の船』
『最後のフロンティア』
18:00 00[5.1][HD][字]

00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ S.W.A.T. シーズン4 #5
ン2 #13
『砕け散った心』
18:30 『甘い悲しみ(前編)』

18:00

19:00

18:30

45[HD]インフォメーション
19:00 00★[HD][字]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #13
19:30 『杖とヘビ』
20:00 00★[HD][字]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #14
20:30 『瘴気』
21:00 00[二]★[終][HD]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #15
21:30 『究極の選択』

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

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

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

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

19:00 00[5.1][HD][字]

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

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

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン13 #20
『死のバイキング』

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

20:00 00[HD][字]

00[二]★[HD][新]
【帯】
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』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #17
『イワン・ステパノフ』

00[二]★[HD]
【帯】
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』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #17
『イワン・ステパノフ』

21:00 00[HD][字]

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #3
『法廷で鳥が鳴く時』

00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ S.W.A.T. シーズン4 #5
ン2 #13
『砕け散った心』
『甘い悲しみ(前編)』

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]

00[二]★[HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン ブラックリスト シーズン8 #17
11 #21
『イワン・ステパノフ』
22:30 『正義の行方』
55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！
23:00 00[二][HD]
23:30

S.W.A.T. シーズン4 #4
『逆恨み』

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

00[二][HD]
00[5.1]★[HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ 【2話連続放送】
ン2 #12
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
『影の谷を歩むとも』
ケル #4
『陪審員の現場検証』

24:00 00[5.1]★[HD][字]

19:30

S.W.A.T. シーズン4 #5
『砕け散った心』

【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
20:30 シーズン1 #11
『冷凍されたコックの謎』
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
21:30 シーズン1 #12
『不審な死と火事の謎』
22:00 00[二][HD]
22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

ブラックリスト シーズン8 #17
『イワン・ステパノフ』

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

00[二][HD]
00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン ブラックリスト シーズン8 #17
11 #21
『イワン・ステパノフ』
『正義の行方』

23:00 00★[HD][字]

24:00 00★[HD][字]

23:30

発見！ファミリー・ルーツ
『スパイク・リー』

00[5.1]★[HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン ブラックリスト シーズン8 #17
11 #21
『イワン・ステパノフ』
24:30 『正義の行方』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #4
『逆恨み』

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ S.W.A.T. シーズン4 #5
ン2 #13
『砕け散った心』
『甘い悲しみ(前編)』

25:00 00★[終][HD][字]

00
メンテナンスのため休止

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
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』

25:00 00★[HD][字]
00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ
【全話一挙放送】
ン2 #13
ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #7
25:30
『甘い悲しみ(前編)』
『戦争の達人』

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

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

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

26:00 00★[HD][字]

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #18
『オリュンポスの監視者たち』

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

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

27:00 00★[HD][字]

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

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

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

28:00 00★[終][HD][字]

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
#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
#4
『死者の声』

29:00

【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #15
25:30 『究極の選択』
26:00 00★[HD][字]

【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
26:30 NY シーズン3 #15
『命の値段』
27:00 00★[HD][字]

【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
27:30 NY シーズン3 #16
『見えない手錠』
28:00 00★[HD][字]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #13
28:30 『愛しきナンバー８』
29:00 00[5.1]★[HD][字][新]

【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
29:30 #1
『街を守れ』
[二]:二カ国語
[多]:音声多重
[吹]:吹き替え
[新]:新番組
[終]:終了番組

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
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』

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

※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。

[B&W]:モノクロ
[5.1]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS、ケイオプティコム、ひかりTV HDのみ5.1chサラウンド
[CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕

【全話一挙放送】
ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #6
24:30 『公聴会』

【全話一挙放送】
ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #8
26:30 『歴史が動いた日』

【全話一挙放送】
ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #9
27:30 『家賃拒否ストライキ』

【全話一挙放送】
ゴッドファーザー・オブ・ハーレム #10
28:30 『報い』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #17
『イワン・ステパノフ』

19:30

20:00
00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #21
20:30
『正義の行方』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #5
『砕け散った心』

21:00

00[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #3
『法廷で鳥が鳴く時』

22:00

21:30

22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

00[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #4
『陪審員の現場検証』

23:00

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA 水着で恋するラ
スベガス編 #6
『それぞれの決断』

24:00

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #17
『イワン・ステパノフ』

25:00

23:30

24:30

25:30

26:00
00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ
ン2 #13
26:30
『甘い悲しみ(前編)』
00[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #17
『海底急行の危機』

27:00

30[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #18
『マックス 北極圏へ出動！』

27:30

00[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #19
『小さな科学者』

28:00

30[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #20
『伝説の金庫破り』

28:30

00[HD]

29:00

05[二][HD]
インフォメーション
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
29:30 11 #21
『正義の行方』

29:30

スーパー！ドラマＴＶ 番組表 2021年9月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.09.20-2021.09.26

2021.09.20
月
06:00 00[二]★[CC]

2021.09.21
火

2021.09.22
水

2021.09.23
木

2021.09.24
金

2021.09.25
土

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5 #7
『享楽の星・ライサ』

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5 #8
『秘められた過去』

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5 #9
『あの頂を目指せ』

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5 #10
『預言者シスコ』

06:00 00[二]★[CC]

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

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 #20
『奴隷契約』

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

07:00 00[多]★[CC][HD][解]

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』

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

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』

08:00 00[多]★[CC][HD][解]

【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
08:30 #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
#6
『許容損害』

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

09:30 30[5.1][HD][字]

30[5.1][HD][字]
30[二][HD]
【2話連続放送】
S.W.A.T. シーズン4 #5
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ 『砕け散った心』
ケル #3
『法廷で鳥が鳴く時』

【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
06:30 ナイン シーズン5 #6
『伝説の時空へ』
07:00 00[二]★[CC][HD]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #17
07:30 『禁断の果実』
08:00 00[二]★[CC][HD]

10:00

ブラックリスト シーズン8 #17
『イワン・ステパノフ』

10:30 30[HD]
インフォメーション
11:00 00[二]★[CC][HD][新]

【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン7 #1
11:30 『家族の絆』
12:00 00[二]★[CC][HD]

30[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #4
『陪審員の現場検証』
30[HD]
インフォメーション

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5 #12
『幼き命』

06:00

00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #21
『ハレー彗星での冒険』

07:00

30[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #22
『シルビア大おば様とティーを』

07:30

00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #23
『インターナショナル・レスキュー出動禁止！』

08:00

30[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #24
『サンダーバードS 発進！』

08:30

00[HD]
インフォメーション

09:00

30[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #5
『結婚の日』

09:30

10:30

15[HD]インフォメーション

【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
11:00 シーズン1 #14
『倒れたボクサーの謎』

30[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #6
『スター裁判』

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

【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
06:30 ナイン シーズン5 #11
『一人、また一人、そして……』
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
07:30 ン3 HD版 #5
『美と真実』
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズ
08:30 ン3 HD版 #6
『危機一発！OK牧場の決斗』

09:30 30★[HD][字]
30[5.1][HD][字]
30[5.1][終][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン スタートレック ディスカバリー シーズ
【2話連続放送】
11 #22
ン2 #14
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
10:00 シーズン1 #13
『戦場カメラマン』
『甘い悲しみ(後編)』
『若き売人の謎』

30[HD]
30[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ インフォメーション
ン2 #13
00[二]★[CC][HD]
『甘い悲しみ(前編)』
【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン11 #16
30[HD]
『デレク』
インフォメーション

10:30 30★[HD][字]

40[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #5
『ルーク・ドゥシャーム』

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

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

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

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

12:00 00[二]★[HD]

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

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

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

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

13:00 00[二]★[HD]

00[二][HD]
【帯】
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』

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

00[二][HD]
【帯】
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』

14:00 00[二]★[HD]

【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン7 #23
14:30 『仮面強盗 －前編－』

00[二][HD]
【帯】
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』

15:00 00[二]★[終][CC][HD]

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]

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

30[二]★[CC][HD][新]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #1
『過去との遭遇』

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

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

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

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン7 #17
12:30 『禁断の果実』
13:00 00[二]★[CC][HD]

【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン7 #19
13:30 『悪魔の花嫁』
14:00 00[二]★[CC][HD]

【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン7 #24
15:30 『仮面強盗 －後編－』
16:00 00[二]★[CC][HD]

【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン10 #5
16:30 『箱の中のハロウィーン』
17:00 00[二]★[CC][HD]

【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン10 #12
17:30 『英雄の死』
18:00 00[二]★[CC][HD]

【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン10 #21
18:30 『かぎ爪の怪物』

00[二][HD]
00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン S.W.A.T. シーズン4 #5
11 #22
『砕け散った心』
『戦場カメラマン』

00[二]★[HD]
【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン13 #9
『ロズウェルでの対話』
00[二]★[HD]
【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン13 #11
『ある町の秘密』
00[二]★[HD]
【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン13 #16
『最後の抵抗』

2021.09.26
日

30[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #3
『ドッペルゲンガー殺人事件』
30[二]★[CC][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #4
『血と骨』

06:30

10:00

11:00

12:00
00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
12:30 2 #13
12:30
2 #18
『過去の過ち』
『闘士カークマン』
13:00
00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
13:30 2 #14
13:30
2 #19
『暗闇の中で』
『職務遂行能力』
14:00
00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
14:30 2 #15
14:30
2 #20
『首脳会談』
『宴の悲劇』
15:00
00[二]★[HD]
【全話一挙放送】
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
15:30 2 #16
15:30
2 #21
『核の脅威』
『標的』
16:00 00[二]★[HD]

16:00
00[二]★[終][HD]
【全話一挙放送】
【全話一挙放送】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
16:30 2 #17
16:30
2 #22
『過剰報復』
『挑戦状』
17:00 00[5.1][HD][字]

ブラックリスト シーズン8 #18
『プロテアン』

30[HD]
インフォメーション

17:30

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

18:00 00[5.1][終][HD][字]

00[二]★[HD]【ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋
愛法則 セレクション】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』

17:00

30[HD]
インフォメーション

17:30

00[二][HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ S.W.A.T. シーズン4 #6
ン2 #14
『偽りの神の声』
18:30 『甘い悲しみ(後編)』

18:00

19:00

18:30

45[HD]インフォメーション
19:00 00[二]★[CC][HD]

【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン11 #3
19:30 『死がふたりを分かつまで』
20:00 00[二]★[CC][HD]

【クリミナル・マインド傑作選】
クリミナル・マインド シーズン11 #5
20:30 『暗闇のアーティスト』
21:00 00[二]★[HD]

【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査21:30 シーズン1 #3
『秘密とウソ』

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

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

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

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

19:00

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

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

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

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

20:00 00[HD][字]

00[二]★[HD]
【帯】
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』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #18
『プロテアン』

00[二]★[HD]
【帯】
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[二]★[HD]
【帯】
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』

21:00 00[HD][字]

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #5
『結婚の日』

00[二]★[終][HD]
00[二]★[HD]
スタートレック ディスカバリー シーズ S.W.A.T. シーズン4 #6
ン2 #14
『偽りの神の声』
『甘い悲しみ(後編)』

22:00 00[二]★[HD]

00[二]★[HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン ブラックリスト シーズン8 #18
11 #22
『プロテアン』
22:30 『戦場カメラマン』
55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！
23:00 00[二][HD]
23:30

S.W.A.T. シーズン4 #5
『砕け散った心』

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]
00[5.1]★[HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ 【2話連続放送】
ン2 #13
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
『甘い悲しみ(前編)』
ケル #6
『スター裁判』

24:00 00[5.1]★[HD][字]

00[5.1]★[HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン ブラックリスト シーズン8 #18
11 #22
『プロテアン』
24:30 『戦場カメラマン』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #5
『砕け散った心』

25:00 00[5.1]★[HD][字]

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
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』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #18
『プロテアン』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン3 #23
『１億匹事件』

00★[HD][字][新]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #1
『過去との遭遇』

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

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #2
『洗脳プログラムの秘密』

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

【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査25:30 シーズン1 #3
『秘密とウソ』
26:00

26:30

27:00

27:30

00[二]★[HD]【ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋
愛法則 セレクション】ビッグバン★セオリー ギークなボク
らの恋愛法則 ファイナル・シーズン #4『タムと宿敵リスト
の法則』
30[二]★[HD]【ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋
愛法則 セレクション】ビッグバン★セオリー ギークなボク
らの恋愛法則 ファイナル・シーズン #5『プラネタリウムが
衝突を生む法則』
00[二]★[HD]【ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋
愛法則 セレクション】ビッグバン★セオリー ギークなボク
らの恋愛法則 ファイナル・シーズン #6『仲間の仮装にお
ける摂動の法則』
30[二]★[HD]【ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋
愛法則 セレクション】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 #7『最適な補助金交
付を導く法則』

28:00 00★[HD][字]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #17
28:30 『禁断の果実』
29:00 00[5.1]★[HD][字]

【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
29:30 #5
『消えた弾丸』
[二]:二カ国語
[多]:音声多重
[吹]:吹き替え
[新]:新番組
[終]:終了番組

10[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #6
19:30 『偽りの神の声』

【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
20:30 シーズン1 #13
『若き売人の謎』
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
21:30 シーズン1 #14
『倒れたボクサーの謎』
22:00 00[二][HD]
22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

ブラックリスト シーズン8 #18
『プロテアン』

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

00[5.1][HD][字]
10[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #18
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン 『プロテアン』
11 #22
『戦場カメラマン』

23:00 00★[HD][字]

00[5.1]★[終][HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ S.W.A.T. シーズン4 #6
ン2 #14
『偽りの神の声』
『甘い悲しみ(後編)』

24:00

00[5.1]★[HD][字][新]
カジュアル シーズン4[R15＋相当] #1
『キャリー』

24:30

30[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン4[R15＋相当] #2
『欠けたピース』

23:30

発見！ファミリー・ルーツ
『サラ・ジェシカ・パーカー』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
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』

25:00

00[二]★[HD]【ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋
愛法則 セレクション】ビッグバン★セオリー ギークなボク
らの恋愛法則 ファイナル・シーズン #8『初めての交わり
で脱線する法則』
30[二]★[HD]【ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋
愛法則 セレクション】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]★[HD]【ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋
愛法則 セレクション】ビッグバン★セオリー ギークなボク
らの恋愛法則 ファイナル・シーズン #10『ビデオと手品と
ひらめきの法則』
30[二]★[HD]【ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋
愛法則 セレクション】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★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #3
『ドッペルゲンガー殺人事件』

26:00

26:30

15[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン4[R15＋相当] #5
『最後のスーパーボウル』

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #4
『血と骨』

27:00

50[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン4[R15＋相当] #6
『欠点のない体と罪のない心』

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

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

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

28:00

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
#7
『アクシデント』

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

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』

29:00 00[二][HD]

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

[B&W]:モノクロ
[5.1]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS、ケイオプティコム、ひかりTV HDのみ5.1chサラウンド
[CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕

※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。

10[5.1]★[HD][字]
【帯】
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』

05[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン4[R15＋相当] #3
『バーチャル・リアリティー』

25:30

27:30

28:30

40[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン4[R15＋相当] #4
『夢はあなたとともに』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #18
『プロテアン』

19:30

20:00
00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #22
20:30
『戦場カメラマン』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #6
『偽りの神の声』

21:00

00[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #5
『結婚の日』

22:00

21:30

22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

00[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #6
『スター裁判』

23:00

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA 水着で恋するラ
スベガス編 #7
『セクシー美女争奪戦』

24:00

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #18
『プロテアン』

25:00

23:30

24:30

25:30

50[5.1][終][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ 26:00
ン2 #14
『甘い悲しみ(後編)』
26:30

00[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #21
『ハレー彗星での冒険』

27:00

30[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #22
『シルビア大おば様とティーを』

27:30

00[5.1]★[終][HD][字]
カジュアル シーズン4[R15＋相当] #8
『フィナーレ』

00[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #23
『インターナショナル・レスキュー出動禁止！』

28:00

35[HD]
インフォメーション

30[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #24
『サンダーバードS 発進！』

28:30

00[HD]
インフォメーション

29:00

25[5.1]★[HD][字]
カジュアル シーズン4[R15＋相当] #7
『あなたがすべて』

NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #22
29:30 『戦場カメラマン』

29:30

スーパー！ドラマＴＶ 番組表 2021年9月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.09.27-2021.09.30

2021.09.27
月
06:00 00[二]★[CC]

2021.09.28
火

2021.09.29
水

2021.10.03
日
06:00

06:30

06:30

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－』

07:00

07:00

07:30

07:30

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』

08:00

08:00

【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
08:30 #10
『因縁』

00[5.1][HD][字]
00[二]★[CC][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン 【帯】
11 #23
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
『海軍大将の娘』
#11
『モンスター』

08:30

08:30

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00

09:00

09:30 30[5.1][HD][字]

30[5.1][HD][字]
30[二][HD]
30[5.1][HD][字]
【2話連続放送】
S.W.A.T. シーズン4 #6
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ 『偽りの神の声』
11 #23
ケル #5
『海軍大将の娘』
『結婚の日』
20[二][終][HD]
30[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ 30[二][HD]
【2話連続放送】
ブラックリスト シーズン8 #19
ン2 #14
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ 『甘い悲しみ(後編)』
『バルタザール・“ビーノ”・ベイカー』
ケル #6
『スター裁判』

09:30

09:30

10:00

10:00

10:30

10:30

11:00

11:00

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30

11:30

12:00 00[二]★[HD]

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

00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #11
『闇に潜むハンター』

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

12:00

12:00

12:30

12:30

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

00[二]★[HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #12
『ハーメルンの笛吹き男』

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

13:00

13:00

13:30

13:30

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #19
『バルタザール・“ビーノ”・ベイカー』

00[二][HD]
【帯】
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』

14:00

14:00

【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査14:30 シーズン1 #6
『究極の効率化』

00[二][HD]
【帯】
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』

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

15:00

15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]

30★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『リサ・クドロー』

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

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

15:30

15:30

16:00

16:00

30★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『マシュー・ブロデリック』

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

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

16:30

16:30

17:00

17:00

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

00[二][HD]
00[5.1][HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン S.W.A.T. シーズン4 #6
ン2 #14
11 #23
『偽りの神の声』
18:30 『甘い悲しみ(後編)』
『海軍大将の娘』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #19
『バルタザール・“ビーノ”・ベイカー』

18:00

18:00

18:30

18:30

19:00

【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #22
07:30 『プロファイラー入門』
08:00 00[二]★[CC][HD]

10:00

ブラックリスト シーズン8 #18
『プロテアン』

10:30 30[5.1][HD][字]
11:00

S.W.A.T. シーズン4 #6
『偽りの神の声』

【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #7
12:30 『27分』
13:00 00[二]★[HD]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #8
13:30 『理想の家族』
14:00 00[二][HD]

【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
16:00 NY シーズン4 #5
『ビデオゲームの墓場』
16:30 30[二]★[CC][HD]

【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
17:00 NY シーズン4 #6
『摩天楼のスナイパー』
17:30 30[HD]
インフォメーション

00★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『エミット・スミス』

2021.10.02
土
06:00

07:00 00[二]★[CC][HD]

00
メンテナンスのため休止

2021.10.01
金

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5 #15
『敗れざる者 後編』

【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
06:30 ナイン シーズン5 #13
『エディングトンの逆襲』

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5 #14
『敗れざる者 前編』

2021.09.30
木

00[HD]
インフォメーション

18:00 00[二][終][HD]

10★[HD][字]
【帯】
19:30 クリミナル・マインド シーズン14 #7
『27分』
20:00 00★[HD][字]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #8
20:30 『理想の家族』
21:00 00[二]★[HD]

【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査21:30 シーズン1 #7
『久々の交流』

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

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #11
『闇に潜むハンター』

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

19:00

19:00

19:30

19:30

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

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #12
『ハーメルンの笛吹き男』

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

20:00

20:00

20:30

20:30

00[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『エミット・スミス』

00[二]★[HD]
【帯】
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』

00[二]★[HD]
【帯】
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』

21:00

21:00

21:30

21:30

00[5.1]★[HD][字]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #7
『母と娘の正義』

00[二]★[HD][新]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #1
『#制度破綻』

22:00

22:00

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！

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

23:00

23:00

23:30

23:30

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #6
『偽りの神の声』

00[5.1]★[HD][字][新]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #1
『#制度破綻』

24:00

24:00

24:30

24:30

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
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』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
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』

25:00

25:00

25:30

25:30

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #7
『ライアーゲーム』

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

26:00

26:00

26:30

26:30

00★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #8
『罪人の子』

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

27:00

27:00

27:30

27:30

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

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

28:00

28:00

28:30

28:30

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
#12
『オタクの逆襲』

29:00

29:00

29:30

29:30

22:00 00[二]★[HD]

00[二]★[HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン ブラックリスト シーズン8 #19
11 #23
『バルタザール・“ビーノ”・ベイカー』
22:30 『海軍大将の娘』
55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！
23:00 00[二][HD]
23:30

S.W.A.T. シーズン4 #6
『偽りの神の声』

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

00[二][終][HD]
00[5.1]★[HD][字]
スタートレック ディスカバリー シーズ 【2話連続放送】
ン2 #14
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
『甘い悲しみ(後編)』
ケル #8
『親子の絆』

24:00 00[5.1]★[HD][字]

NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン 10[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #19
11 #23
24:30 『海軍大将の娘』
『バルタザール・“ビーノ”・ベイカー』
25:00 00[5.1]★[HD][字]

【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査25:30 シーズン1 #7
『久々の交流』

00
メンテナンスのため休止

26:00 00★[HD][字]

【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
26:30 NY シーズン4 #5
『ビデオゲームの墓場』
27:00 00★[HD][字]

【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
27:30 NY シーズン4 #6
『摩天楼のスナイパー』
28:00 00★[HD][字]

【帯】
クリミナル・マインド シーズン7 #22
28:30 『プロファイラー入門』
29:00 00[5.1]★[HD][字]

【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
29:30 #10
『因縁』
[二]:二カ国語
[多]:音声多重
[吹]:吹き替え
[新]:新番組
[終]:終了番組

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

※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。

[B&W]:モノクロ
[5.1]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS、ケイオプティコム、ひかりTV HDのみ5.1chサラウンド
[CC]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS HDはCC字幕

