
スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年10月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.10.01-2021.10.03
2021.09.27 2021.09.28 2021.09.29 2021.09.30 2021.10.01 2021.10.02 2021.10.03

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。

28:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #1
『新たなる脅威』

28:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【全話一挙放送】
バティスト～アムステルダムに潜む闇
～ #6
『浜辺』

00[5.1]★[HD][字][新]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #1
『新たなる敵　ザ・メカニック』

28:00

28:30 28:30 30[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #2
『ゴースト・シップ』

28:30

29:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#13
『固い絆』

29:00 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』

00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30 29:30 29:30

26:00 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 #11
『行先は死体安置所』

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
バティスト～アムステルダムに潜む闇
～ #4
『信頼』

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』

26:00

26:30 26:30 26:30

27:00 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 #12
『悪魔の要塞』

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
バティスト～アムステルダムに潜む闇
～ #5
『ルーシー』

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 #25
『さらわれたエージェント』

27:00

27:30 27:30 30[5.1]★[終][HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #26
『トレーシー・アイランドの危機』

27:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #7
『復讐の炎』

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
バティスト～アムステルダムに潜む闇
～ #2
『人間の本質』

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するラ
スベガス編 #8
『デートの波紋』

24:00

24:30 24:30 24:30

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #10
『制裁計画』

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【全話一挙放送】
バティスト～アムステルダムに潜む闇
～ #3
『血を分けた者』

25:00

25:30 25:30 25:30

00[5.1]★[HD][字][新]
【全話一挙放送】
バティスト～アムステルダムに潜む闇
～ #1
『貝殻』

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 #8
『親子の絆』

22:00 00[二]★[HD]
S.W.A.T. シーズン4 #7
『復讐の炎』

22:00 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[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』

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！

23:00

23:30 23:30 23:30

23:00 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』

23:00

20:00 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』

20:00 00[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #15
『魅惑的なシッターの謎』

00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #23
『海軍大将の娘』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #10
『制裁計画』

21:00 00[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #16
『失血死した元妻の謎』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #7
『復讐の炎』

21:00

21:30 21:30 21:30

18:00 00[5.1]★[HD][字]
LOVE LIFE #7
『クローディア・ホフマン』

18:00 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』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #7
『復讐の炎』

18:00

18:30 18:30 18:30

45[HD]インフォメーション

19:00 00★[終][HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン14 #15
『究極の選択』

19:00 00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #7
『復讐の炎』

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』

19:00

19:30 19:30 19:30

15:00 00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #16
『赤の女王』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #22
『ラプソディー・イン・レッド』

15:00

15:30 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 #11
『行先は死体安置所』

15:30 15:30

17:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #18
『レッド・マイル』

00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
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』

17:00

17:30 30[HD]
インフォメーション

17:30 17:30

16:00 16:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #17
『血流』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
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』

16:00

16:30 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 #12
『悪魔の要塞』

16:30 16:30

17:00

13:00 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』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #14
『血には血を』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #20
『ジェーンに赤信号』

13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 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』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #15
『血の金脈』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #21
『赤毛の継子のように』

14:00

14:30 14:30 14:30

11:30 30[HD]
インフォメーション

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30

10:30 30[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #6
『マグナス・ランド　パート２』

10:30 30★[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #16
『失血死した元妻の謎』

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 #8
『親子の絆』

10:30

11:00 11:00 11:00

15[HD]インフォメーション

12:00 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』

12:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #13
『レッドアラート』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン3 #19
『綺麗なバラにはトゲがある』

12:00

12:30 12:30 12:30

09:00 00[HD]
インフォメーション

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00

08:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#13
『固い絆』

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3 HD版 #8
『宇宙に漂う惑星型宇宙船』

00[二]★[HD][新]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #1
『新たなる敵　ザ・メカニック』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #2
『ゴースト・シップ』

08:30

09:30 30[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』

09:30 30★[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #15
『魅惑的なシッターの謎』

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 #7
『母と娘の正義』

09:30

10:00 10:00 10:00

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5 #16
『ジュリアンの秘密』

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5 #17
『オドーの恋』

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 #18
『武器を売る者』

06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #1
『新たなる脅威』

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3 HD版 #7
『宇宙の怪！怒りを喰う！！？』

00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #25
『さらわれたエージェント』

07:00

07:30 07:30 30[二]★[終][HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン1 #26
『トレーシー・アイランドの危機』

07:30



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年10月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.10.04-2021.10.10
2021.10.04 2021.10.05 2021.10.06 2021.10.07 2021.10.08 2021.10.09 2021.10.10

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 06:30 06:30

07:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #2
『魂を食らう者』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #3
『悪い種子（たね）』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #4
『愛しのインパラ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #5
『仕組まれた幽霊屋敷』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #6
『完璧な世界』

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3 HD版 #9
『異次元空間に入ったカーク船長の
危機！』

00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #3
『氷の星　エウロパ』

07:00

07:30 07:30 30[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #4
『潜水艇で家族旅行』

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5 #19
『父死す』

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 #20
『愛の値段』

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 #21
『我らクリンゴン』

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 #22
『末裔の星』

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 #23
『最後のテロリスト』

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5 #24
『眠れるステーション　エムポック・
ノール』

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 #25
『プレゼント大作戦』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #6
『パパのTV-21(前編)』

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】
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
#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
#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
#17
『宝探し』

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』

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3 HD版 #10
『キロナイドの魔力』

00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #5
『火星移住計画』

09:30

10:00 10:00 10:00

10:30 30[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #7
『復讐の炎』

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 #8
『親子の絆』

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

30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #20
『ゴドウィン・ペイジ』

30[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #7
『クローディア・ホフマン』

10:30 30★[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #18
『沈んだ水兵の謎』

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 #10
『情けと正義』

10:30

11:00 11:00 11:00

15[HD]インフォメーション

09:30 30[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』

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 #7
『母と娘の正義』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #7
『復讐の炎』

30[5.1][終][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #24
『父への思い』

30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #20
『ゴドウィン・ペイジ』

09:30 30★[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #17
『毒殺されたインターンの謎』

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 #9
『過去との対決』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #6
『ガラスの靴』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #8
『サドワース・プレイスの少年たち』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #10
『アメリア・ポーター』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン4 #2
『赤い手帳』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン4 #8
『雑なマニキュア』

11:30

12:00 00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #1
『容疑者X』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #3
『千の太陽』

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

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #7
『ハッシュタグ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #9
『宿命のナイフ』

12:00 00[二]★[CC][HD][新]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン4 #1
『緋色のリボン』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン4 #7
『点滅するレッドランプ』

12:00

12:30 12:30 12:30

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

16:30

17:00 17:00

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン4 #4
『赤いバラの庭で』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン4 #10
『赤のフーガ』

13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 00[二][HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #10
『制裁計画』

00[二][HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #11
『夢の代償』

00[二][HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #12
『リアルの極限』

00[二][終][HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #13
『同族の結束』

00[二][HD][新]
【帯】
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』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン4 #3
『赤いバルーン』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン4 #9
『赤いスウェット』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #2
『地獄めぐり』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #4
『不平のかゆみ』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン4 #6
『カーマインの行方』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン4 #12
『血に染まったパーティー』

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】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #13
『死の幻覚キノコ』

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 #15
『大いなる遺産』

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 #17
『ＮＹのヒーロー』

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 #19
『標的のポーカー』

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 #21
『裏切りは誰の手に』

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン4 #5
『血と砂』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン4 #11
『いつも赤に賭けろ』

16:00

16:30 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 #14
『チャイナタウンの戦場』

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 #16
『キラー・ドッグ』

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 #18
『備えあれば患いあり』

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 #20
『ＤＮＡの迷宮』

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 #22
『逆転の推理』

16:30

18:00

18:30 18:30 18:30

45[HD]インフォメーション

19:00 00★[HD][字][新]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #1
『容疑者X』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #3
『千の太陽』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #5
『箱の中のハロウィーン』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #7
『ハッシュタグ』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #9
『宿命のナイフ』

19:00 00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #8
『聖戦』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #20
『ゴドウィン・ペイジ』

19:00

19:30 19:30 19:30

18:00 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』

00[二][終][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #24
『父への思い』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #7
『復讐の炎』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #20
『ゴドウィン・ペイジ』

00[5.1]★[HD][字]
LOVE LIFE #8
『サラ・ヤン』

18:00 00[5.1][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #2
『#予測不能な事態』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #8
『聖戦』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #11
『夢の代償』

00[二]★[HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #12
『リアルの極限』

00[二]★[終][HD]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #13
『同族の結束』

00[二]★[HD][新]
【帯】
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]
【帯】
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』

21:00 00[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #18
『沈んだ水兵の謎』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #8
『聖戦』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #2
『地獄めぐり』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #4
『不平のかゆみ』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #6
『ガラスの靴』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #8
『サドワース・プレイスの少年たち』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #10
『アメリア・ポーター』

20:00 00[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #17
『毒殺されたインターンの謎』

00[5.1][終][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #24
『父への思い』

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]★[終][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #24
『父への思い』

00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン8 #20
『ゴドウィン・ペイジ』

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 #9
『過去との対決』

00[二]★[HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #2
『#予測不能な事態』

00[二]★[HD]
S.W.A.T. シーズン4 #8
『聖戦』

22:00 00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #20
『ゴドウィン・ペイジ』

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 #9
『過去との対決』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[終][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #24
『父への思い』

00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #20
『ゴドウィン・ペイジ』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #7
『復讐の炎』

00[5.1]★[HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #2
『#予測不能な事態』

00[5.1]★[HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #8
『聖戦』

24:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
ブラックリスト シーズン8 #17
『イワン・ステパノフ』

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するラ
スベガス編 #9
『ニューカップルの新たな展開』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #7
『復讐の炎』

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』

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 #10
『情けと正義』

00[二][終][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #24
『父への思い』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #20
『ゴドウィン・ペイジ』

23:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
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]
【2話連続放送】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイ
ケル #10
『情けと正義』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 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 #13
『死の幻覚キノコ』

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 #15
『大いなる遺産』

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 #17
『ＮＹのヒーロー』

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 #19
『標的のポーカー』

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 #21
『裏切りは誰の手に』

26:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
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]
S.W.A.T. シーズン4 #8
『聖戦』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査-
シーズン1 #11
『夢の代償』

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 #12
『リアルの極限』

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1 #13
『同族の結束』

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2 #1
『眠り姫事件』

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 #2
『孤独な音楽家』

25:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
ブラックリスト シーズン8 #18
『プロテアン』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #20
『ゴドウィン・ペイジ』

00[HD]
インフォメーション

27:00

27:30 27:30 30[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #4
『潜水艇で家族旅行』

27:30

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #2
『魂を食らう者』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #3
『悪い種子（たね）』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #4
『愛しのインパラ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #5
『仕組まれた幽霊屋敷』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #6
『完璧な世界』

28:00 00[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #2
『#予測不能な事態』

00[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #5
『火星移住計画』

28:00

28:30 28:30 30[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #6
『パパのTV-21(前編)』

28:30

27:00 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 #14
『チャイナタウンの戦場』

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 #16
『キラー・ドッグ』

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 #18
『備えあれば患いあり』

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 #20
『ＤＮＡの迷宮』

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 #22
『逆転の推理』

27:00 00[二]★[HD]
【キャッチアップ】
ブラックリスト シーズン8 #20
『ゴドウィン・ペイジ』

00[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #3
『氷の星　エウロパ』

29:00

29:30 29:30 29:30

29:00 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
#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
#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
#17
『宝探し』

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』

29:00 00[二][終][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
11 #24
『父への思い』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年10月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.10.11-2021.10.17
2021.10.11 2021.10.12 2021.10.13 2021.10.14 2021.10.15 2021.10.16 2021.10.17

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]★[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5 #26
『ＤＳ９撤退の日』

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6 #1
『明日なき撤退』

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6 #2
『洞窟の密約』

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6 #3
『過去を越えた絆』

08:00 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[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン4
#20
『一触即発』

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
#22
『プライド抹殺』

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

10:30 30[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #8
『聖戦』

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 #10
『情けと正義』

30[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #2
『#予測不能な事態』

30[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #21
『ナチャーロ』

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)』

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3 HD版 #12
『恒星ミナラの生体実験』

00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #9
『彗星　直撃の危機！』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #10
『R.A.D.』

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6 #4
『レジスタンスの苦悩』

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6 #5
『ディープ・スペース・ナイン奪還作戦
パートI』

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6 #6
『ディープ・スペース・ナイン奪還作戦
パートII』

06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #7
『呪いのマスク』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #8
『妖精サリー』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #9
『地獄の檻』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #10
『ルシファーの計画』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #11
『弱者を狙う怪物』

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3 HD版 #11
『惑星スカロスの高速人間』

00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #7
『パパのTV-21(後編)』

07:00

07:30 07:30 30[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #8
『失われた王国』

07:30

30[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #8
『サラ・ヤン』

10:30 30★[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #20
『宙を舞ったクラブ男の謎』

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 #12
『法と倫理の狭間』

10:30

11:00 11:00 11:00

15[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 #20
『ゴドウィン・ペイジ』

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 #9
『過去との対決』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #8
『聖戦』

30[HD][字][新]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #1
『皮を剥ぐ男』

30[5.1][HD][字][新]
バティスト～ブダペストに消えた影～
#1
『ハンガリーの森』

09:30 30★[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #19
『危険なトーナメントの謎』

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 #11
『裁かれるローラ』

09:30

10:00 10:00 10:00

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #16
『ロックダウン』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #18
『議員夫人の誘拐』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #20
『惨劇の食卓』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン4 #14
『赤いワインの香り』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
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』

11:30

12:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #11
『永遠の人々』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #13
『ギデオンの遺言』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #15
『過去からの叫び声』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #17
『禁断のプレイ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #19
『国外捜査』

12:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン4 #13
『赤は新たなスタンダード』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン4 #19
『冷やしたピンク・シャンパン』

12:00

12:30 12:30 12:30

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

16:30

17:00 17:00

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン4 #16
『彼の赤い企み』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
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』

13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 00[二][HD]
【帯】
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]
【帯】
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]
【帯】
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]
【帯】
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][HD]
【帯】
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？』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン4 #15
『バラ戦争』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン4 #21
『ルビー色の魔法の靴』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #12
『英雄の死』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #14
『ヒーロー崇拝』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン4 #18
『赤いお茶』

00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン4 #24
『赤い制服のウェイトレス』

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】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン4 #23
『見えざる手』

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5 #1
『過去の漂白』

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5 #3
『結婚のシナリオ』

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5 #5
『天使を追いかけて』

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5 #7
『二度殺された男』

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン4 #17
『ワインレッドの殺人』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン4 #23
『赤いかくれんぼ』

16:00

16:30 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4 #24
『最後の死闘』

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5 #2
『連城の璧（れんじょうのたま）』

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5 #4
『空を盗んだ男』

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5 #6
『嫌な知らせ』

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5 #8
『ソーセージができるまで』

16:30

18:00

18:30 18:30 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10 #11
『永遠の人々』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #13
『ギデオンの遺言』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #15
『過去からの叫び声』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #17
『禁断のプレイ』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #19
『国外捜査』

19:00 00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #9
『残された者たち』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #21
『ナチャーロ』

19:00

19:30 19:30 19:30

18:00 00[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #2
『#予測不能な事態』

00[二][HD][新]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #1
『皮を剥ぐ男』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #8
『聖戦』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #21
『ナチャーロ』

00[5.1]★[HD][字]
LOVE LIFE #9
『オーギー  再び』

18:00 00[5.1][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #3
『#プライバシーはどこへ』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #9
『残された者たち』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[HD]
【帯】
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]
【帯】
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]
【帯】
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]★[HD]
【帯】
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]
【帯】
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』

21:00 00[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #20
『宙を舞ったクラブ男の謎』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #9
『残された者たち』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #12
『英雄の死』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #14
『ヒーロー崇拝』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #16
『ロックダウン』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #18
『議員夫人の誘拐』

00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #20
『惨劇の食卓』

20:00 00[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #19
『危険なトーナメントの謎』

00[HD][字][新]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #1
『皮を剥ぐ男』

22:00

22:30 22:30 22:30

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

22:00 00[二]★[HD][新]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #1
『皮を剥ぐ男』

00[二]★[HD]
ブラックリスト シーズン8 #21
『ナチャーロ』

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 #11
『裁かれるローラ』

00[二]★[HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #3
『#プライバシーはどこへ』

00[二]★[HD]
S.W.A.T. シーズン4 #9
『残された者たち』

22:00 00[二][HD]
ブラックリスト シーズン8 #21
『ナチャーロ』

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 #11
『裁かれるローラ』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00★[HD][字][新]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #1
『皮を剥ぐ男』

00[5.1]★[HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #21
『ナチャーロ』

00[5.1]★[HD][字][新]
バティスト～ブダペストに消えた影～
#1
『ハンガリーの森』

00[5.1]★[HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #3
『#プライバシーはどこへ』

00[5.1]★[HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #9
『残された者たち』

24:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
S.W.A.T. シーズン4 #2
『監視』

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するラ
スベガス編 #10
『方向性の違い』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #8
『聖戦』

00[5.1][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #2
『#予測不能な事態』

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 #12
『法と倫理の狭間』

00[二][HD][新]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #1
『皮を剥ぐ男』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #21
『ナチャーロ』

23:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
S.W.A.T. シーズン4 #1
『３世代の17歳』

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 #12
『法と倫理の狭間』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 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 #23
『見えざる手』

00[5.1]★[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5 #1
『過去の漂白』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #3
『結婚のシナリオ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #5
『天使を追いかけて』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #7
『二度殺された男』

26:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
S.W.A.T. シーズン4 #4
『逆恨み』

00[二][HD][新]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #1
『皮を剥ぐ男』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 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 #3
『消えた少年』

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 #4
『おとぎ話の結末』

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 #5
『拷問は蜜の味』

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 #6
『殺人は芸術？』

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 #7
『危険な遊戯』

25:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
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 #21
『ナチャーロ』

00[HD]
インフォメーション

27:00

27:30 27:30 30[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #8
『失われた王国』

27:30

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #7
『呪いのマスク』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #8
『妖精サリー』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #9
『地獄の檻』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #10
『ルシファーの計画』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #11
『弱者を狙う怪物』

28:00 00[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #3
『#プライバシーはどこへ』

00[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #9
『彗星　直撃の危機！』

28:00

28:30 28:30 30[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #10
『R.A.D.』

28:30

27:00 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4 #24
『最後の死闘』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #2
『連城の璧（れんじょうのたま）』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #4
『空を盗んだ男』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #6
『嫌な知らせ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #8
『ソーセージができるまで』

27:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
S.W.A.T. シーズン4 #5
『砕け散った心』

00[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #7
『パパのTV-21(後編)』

29:00

29:30 29:30 29:30

29:00 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[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[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
#22
『プライド抹殺』

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)』

29:00 00[二][HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するラ
スベガス編 #9
『ニューカップルの新たな展開』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年10月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.10.18-2021.10.24
2021.10.18 2021.10.19 2021.10.20 2021.10.21 2021.10.22 2021.10.23 2021.10.24

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]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン6 #7
『花嫁の試練』

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6 #8
『聖者の復活』

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6 #9
『封じられた最終戦略』

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6 #10
『闘う交渉人フェレンギ』

08:00 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][新]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#1
『天使のささやき』

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

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』

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

10:30 30[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #9
『残された者たち』

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 #12
『法と倫理の狭間』

30[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #3
『#プライバシーはどこへ』

30[二][終][HD]
ブラックリスト シーズン8 #22
『カニェーツ』

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

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3 HD版 #14
『神が破壊せし者』

00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #13
『巨大アリジゴク』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #14
『大噴火！』

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6 #11
『不滅の悪意』

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6 #12
『モーンの遺産』

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6 #13
『夢、遥かなる地にて』

06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #12
『ジョディと2人の娘』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #13
『愛が招いた魔物』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #14
『神の手』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #15
『栄光の陰で』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #16
『時空を超えた再会』

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3 HD版 #13
『トロイアスの王女エラン』

00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #11
『嵐を呼ぶドローン』

07:00

07:30 07:30 30[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #12
『クレーンの反乱』

07:30

30[5.1][HD][字]
LOVE LIFE #9
『オーギー  再び』

10:30 30★[終][HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #22
『商店発砲事件の謎』

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 #14
『痛みの解放』

10:30

11:00 11:00 11:00

15[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 #21
『ナチャーロ』

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 #11
『裁かれるローラ』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #9
『残された者たち』

30[HD][字]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #2
『目覚め』

30[5.1][HD][字]
バティスト～ブダペストに消えた影～
#2
『再会』

09:30 30★[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #21
『プロム殺人の謎』

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 #13
『ローラのジレンマ』

09:30

10:00 10:00 10:00

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 #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 #7
『危険なキャンパス』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン5 #2
『血染めのダイヤ』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン5 #8
『夕陽に包まれた船』

11:30

12:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #21
『かぎ爪の怪物』

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][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #2
『目撃者』

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 #6
『牧師の過ち』

12:00 00[二]★[CC][HD][新]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン5 #1
『赤いガラス玉』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン5 #7
『茜色の転落』

12:00

12:30 12:30 12:30

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

16:30

17:00 17:00

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン5 #4
『血の抗争』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン5 #10
『パナマ・レッド』

13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 00[二][HD]
【帯】
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][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 #9
『切れない絆』

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][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』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン5 #3
『金庫の赤い血』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン5 #9
『ブラック・チェリー』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #22
『正義の人』

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]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン5 #6
『赤ワインとピザ』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン5 #12
『小さな赤い車』

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】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #9
『縄張りのならわし』

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5 #11
『かごの鳥』

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5 #13
『秒読みの銃弾』

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5 #15
『狙われた名探偵』

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5 #17
『レディ・フランシスの叫び』

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン5 #5
『赤い朝焼け』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン5 #11
『ルビーのネックレス』

16:00

16:30 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5 #10
『死の処方箋』

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5 #12
『ピエロが眠る森』

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5 #14
『ゲームオーバー』

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5 #16
『献身的な殺人』

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5 #18
『パイレーツ・オブ・ニューヨーク』

16:30

18:00

18:30 18:30 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10 #21
『かぎ爪の怪物』

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

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

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

19:00 00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #10
『執着』

00[二][終][HD]
ブラックリスト シーズン8 #22
『カニェーツ』

19:00

19:30 19:30 19:30

18:00 00[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #3
『#プライバシーはどこへ』

00[二][HD]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #2
『目覚め』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #9
『残された者たち』

00[5.1][終][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #22
『カニェーツ』

00[5.1]★[終][HD][字]
LOVE LIFE #10
『運命の人』

18:00 00[5.1][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #4
『#歴史的偉業』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #10
『執着』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 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 #9
『切れない絆』

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]★[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]★[CC][HD][新]
【帯】
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #1
『世紀の爆弾魔』

21:00 00[終][HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #22
『商店発砲事件の謎』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #10
『執着』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン10 #22
『正義の人』

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

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

20:00 00[HD][字]
【2話連続放送】
ママさん刑事ローラ・ダイヤモンド
シーズン1 #21
『プロム殺人の謎』

00[HD][字]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #2
『目覚め』

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]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #2
『目覚め』

00[二]★[終][HD]
ブラックリスト シーズン8 #22
『カニェーツ』

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 #13
『ローラのジレンマ』

00[二]★[HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #4
『#歴史的偉業』

00[二]★[HD]
S.W.A.T. シーズン4 #10
『執着』

22:00 00[二][終][HD]
ブラックリスト シーズン8 #22
『カニェーツ』

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 #13
『ローラのジレンマ』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00★[HD][字]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #2
『目覚め』

00[5.1]★[終][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #22
『カニェーツ』

00[5.1]★[HD][字]
バティスト～ブダペストに消えた影～
#2
『再会』

00[5.1]★[HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #4
『#歴史的偉業』

00[5.1]★[HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #10
『執着』

24:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
S.W.A.T. シーズン4 #7
『復讐の炎』

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するラ
スベガス編 #11
『さよならとウエディング』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #9
『残された者たち』

00[5.1][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #3
『#プライバシーはどこへ』

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 #14
『痛みの解放』

00[二][HD]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #2
『目覚め』

00[5.1][終][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #22
『カニェーツ』

23:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
S.W.A.T. シーズン4 #6
『偽りの神の声』

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 #14
『痛みの解放』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #16
『献身的な殺人』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #18
『パイレーツ・オブ・ニューヨーク』

27:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
S.W.A.T. シーズン4 #10
『執着』

00[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #11
『嵐を呼ぶドローン』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #9
『縄張りのならわし』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #11
『かごの鳥』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #13
『秒読みの銃弾』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #15
『狙われた名探偵』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #17
『レディ・フランシスの叫び』

26:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
S.W.A.T. シーズン4 #9
『残された者たち』

00[二][HD]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #2
『目覚め』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 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 #9
『切れない絆』

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[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[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #1
『世紀の爆弾魔』

25:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
S.W.A.T. シーズン4 #8
『聖戦』

00[5.1][終][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #22
『カニェーツ』

29:00 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][新]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5
#1
『天使のささやき』

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』

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』

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

29:00 00[二][HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するラ
スベガス編 #10
『方向性の違い』

00[HD]
インフォメーション

27:00

27:30 27:30 30[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #12
『クレーンの反乱』

27:30

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #12
『ジョディと2人の娘』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #13
『愛が招いた魔物』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #14
『神の手』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #15
『栄光の陰で』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #16
『時空を超えた再会』

28:00 00[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #4
『#歴史的偉業』

00[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #13
『巨大アリジゴク』

28:00

28:30 28:30 30[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #14
『大噴火！』

28:30

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #10
『死の処方箋』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #12
『ピエロが眠る森』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #14
『ゲームオーバー』

29:00

29:30 29:30 29:30

※10/19（火）27:55～28:00はスカパー! プレミアムのみメンテナンス休止



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2021年10月

スーパー！ドラマＴＶ 2021.10.25-2021.10.31
2021.10.25 2021.10.26 2021.10.27 2021.10.28 2021.10.29 2021.10.30 2021.10.31

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]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・
ナイン シーズン6 #17
『憎悪を越えて』

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6 #18
『記憶なきスパイ』

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6 #19
『消された偽造作戦』

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6 #20
『心をつなぐホログラム』

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6 #14
『ルビコンの奇跡』

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6 #15
『非情の捜査線』

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6 #16
『至高の絆』

07:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #17
『覚悟の死』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #18
『地獄の天使』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #19
『恐怖のさえずり』

08:00 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
#6
『臓器の行方』

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

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]
S.W.A.T. シーズン4 #10
『執着』

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
#9
『二重生活』

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3 HD版 #16
『長寿惑星ギデオンの苦悩』

00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #17
『大トカゲの襲撃』

08:00

08:30 08:30 30[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #18
『おばあちゃんの大冒険』

08:30

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #20
『チャック　再び』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #21
『神の思惑』

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3 HD版 #15
『惑星セロンの対立』

00[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #15
『狙われた水力発電ダム』

07:00

07:30 07:30 30[二]★[HD]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #16
『制御不能！プラズマボルト』

07:30

30[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #4
『#歴史的偉業』

30[5.1][HD][字][新]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
クライマックス 5エピソード #9
『嵐』

30[5.1][終][HD][字]
LOVE LIFE #10
『運命の人』

10:30 30★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『ブルック・シールズ』

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 #16
『封鎖された裁判所』

10:30

11:00 11:00 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][終][HD][字]
ブラックリスト シーズン8 #22
『カニェーツ』

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 #13
『ローラのジレンマ』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #10
『執着』

30[HD][字]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #3
『復讐のアルバム』

30[5.1][HD][字]
バティスト～ブダペストに消えた影～
#3
『表と裏』

09:30 30[二]★[HD]【ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋
愛法則 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 #14『隕石がもたらす
兆候の法則』

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 #15
『疑惑の集団訴訟』

09:30

10:00 10:00 00[HD]
インフォメーション

10:00

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 #14
『痛みの解放』

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 #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 #17
『砂時計』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン5 #14
『血の生き残りレース』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン5 #19
『朱に染まる町』

11:30

12:00 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 #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 #12
『あいのり』

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 #16
『デレク』

12:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン5 #13
『赤い納屋』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン5 #18
『赤いカーテンの裏側』

12:00

12:30 12:30 12:30

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

11:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

16:30

17:00 17:00

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン5 #16
『そこにはやはり血が』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン5 #21
『赤く腫れた手首』

13:00

13:30 13:30 13:30

14:00 00[二][CC][HD][新]
【帯】
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #1
『世紀の爆弾魔』

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

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #10
『執着』

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

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

14:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン5 #15
『豪邸に燃える炎』

00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン5 #20
『レッドベルベットケーキ』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #9
『二重スパイ』

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

00[5.1][HD][字]
バティスト～ブダペストに消えた影～
#3
『表と裏』

00★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『スーザン・サランドン』

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】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #19
『２人の灰』

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 #13
『ローラのジレンマ』

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5 #21
『浮遊する怒り』

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5 #23
『宣戦布告』

30[二]★[HD][新]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン6 #1
『過ぎ去った退屈』

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン5 #17
『赤と白と青』

00[二]★[終][CC][HD]
【全話一挙放送】
メンタリスト シーズン5 #22
『レッド・ジョンのルール』

16:00

16:30 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5 #20
『種のないトリック』

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 #14
『痛みの解放』

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5 #22
『もっとも危険なゲーム』

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5 #24
『戦いの果て』

30[二]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン6 #2
『ミッドタウンの稲妻』

16:30

18:00

18:30 30[HD]
インフォメーション

18:30 18:30

19:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #8
『覚醒』

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

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

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

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

19:00 00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #11
『ポジティブ・シンキング』

00[二][HD][新]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
クライマックス 5エピソード #9
『嵐』

19:00

19:30 19:30 19:30

18:00 00[二][HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #4
『#歴史的偉業』

00[二][HD]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #3
『復讐のアルバム』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #10
『執着』

00[二][HD][新]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
クライマックス 5エピソード #9
『嵐』

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 #13『論文をめぐる分
極化の法則』

18:00 00[5.1][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #5
『#公私の境』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #11
『ポジティブ・シンキング』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #2
『真偽』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #10
『執着』

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

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

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

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 #16
『封鎖された裁判所』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #11
『ポジティブ・シンキング』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00★[HD][字]
【帯】
クリミナル・マインド シーズン11 #9
『二重スパイ』

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

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

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

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

20:00 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 #15
『疑惑の集団訴訟』

00[HD][字]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #3
『復讐のアルバム』

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]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #3
『復讐のアルバム』

00[二]★[HD][新]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
クライマックス 5エピソード #9
『嵐』

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 #15
『疑惑の集団訴訟』

00[二]★[HD]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #5
『#公私の境』

00[二]★[HD]
S.W.A.T. シーズン4 #11
『ポジティブ・シンキング』

22:00 00[5.1][HD][字]
バティスト～ブダペストに消えた影～
#3
『表と裏』

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 #15
『疑惑の集団訴訟』

25:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #3
『#プライバシーはどこへ』

00[5.1][HD][字][新]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
クライマックス 5エピソード #9
『嵐』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00★[HD][字]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #3
『復讐のアルバム』

00[5.1]★[HD][字][新]
MANIFEST／マニフェスト シーズン2
クライマックス 5エピソード #9
『嵐』

00[5.1]★[HD][字]
バティスト～ブダペストに消えた影～
#3
『表と裏』

00[5.1]★[HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #5
『#公私の境』

00[5.1]★[HD][字]
S.W.A.T. シーズン4 #11
『ポジティブ・シンキング』

24:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #2
『#予測不能な事態』

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するラ
スベガス編 #12
『魅惑のカーサ・アモール』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン4 #10
『執着』

00[5.1][HD][字]
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #4
『#歴史的偉業』

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 #16
『封鎖された裁判所』

00[二][HD]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #3
『復讐のアルバム』

00[5.1][HD][字]
バティスト～ブダペストに消えた影～
#3
『表と裏』

23:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #1
『#制度破綻』

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 #16
『封鎖された裁判所』

28:30

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #20
『種のないトリック』

00[HD][字]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #3
『復讐のアルバム』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #22
『もっとも危険なゲーム』

00[5.1]★[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5 #24
『戦いの果て』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン6 #2
『ミッドタウンの稲妻』

27:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #5
『#公私の境』

00[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #15
『狙われた水力発電ダム』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #19
『２人の灰』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #21
『浮遊する怒り』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in
NY シーズン5 #23
『宣戦布告』

00[5.1]★[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6 #1
『過ぎ去った退屈』

26:00 00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン
3 #4
『#歴史的偉業』

00[二][HD]
クリミナル・マインド ファイナル・シー
ズン #3
『復讐のアルバム』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #2
『真偽』

00
メンテナンスのため休止

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #3
『毒樹の果実』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボ
マー #4
『掲載か爆破か』

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

29:00

29:30 29:30 29:30

※10/26（火）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[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
#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
#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
#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
#9
『二重生活』

29:00 00[二][HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するラ
スベガス編 #11
『さよならとウエディング』

00[HD]
インフォメーション

27:00

27:30 27:30 30[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #16
『制御不能！プラズマボルト』

27:30

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #17
『覚悟の死』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #18
『地獄の天使』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #19
『恐怖のさえずり』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #20
『チャック　再び』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン11 #21
『神の思惑』

28:00 00[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『ブルック・シールズ』

00[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #17
『大トカゲの襲撃』

28:00

28:30 28:30 30[5.1]★[HD][字]【4話連続放送】
サンダーバード ARE GO シーズン2 #18
『おばあちゃんの大冒険』


