
スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2022年2月

スーパー！ドラマＴＶ 2022.02.01-2022.02.06
2022.01.31 2022.02.01 2022.02.02 2022.02.03 2022.02.04 2022.02.05 2022.02.06

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]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #27
『群集よさらば』

00[二]★[終][HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #29
『無用な男』

06:00

06:30 30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #22
『長距離電話』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #24
『砂の上の宝』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #26
『夢の世界』

06:30 30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #28
『火星人は誰だ』

30[二]★[HD][新][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #1
『最后の二人』

06:00 00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #21
『サイコロ人生』

00
メンテナンスのため休止

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #23
『幻の砂丘』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン2 HD版 #25
『沈黙の世界』

06:00

06:30

07:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #18
『真実は勝つ』

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン1 #1
『数字がすべて』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン1 #3
『謎のウィルス』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン1 #5
『少女誘拐事件』

07:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

07:00

07:30 07:30 30[二]★[終]
Ｖ（'83） #5
『ファイナル・バトル 最後の決戦』

30★[字]
【スパドラ！お宝海外ドラマ】
四次元への招待 #1
『生と死/家政婦』

07:30

08:00 00[HD]
インフォメーション

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン1 #2
『銀行強盗集団』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン1 #4
『危険な高層ビル』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン1 #6
『鉄道破壊計画』

08:00 08:00

08:30 30[二]★[終][HD]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 セレクション ファイナル・シーズン #24『ストック
ホルム症候群の法則』

08:30

09:30 30[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2
#7
『トライ』

30[5.1]★[HD][字]
スーパーナチュラル ファイナル・シー
ズン #2
『悪霊の逆襲』

30[5.1][HD][字]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜
#7
『危険なインタビュー』

30[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3
#10
『コンパス・キャリブレーション』

09:30 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 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #19
『切り裂かれた栄光』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#18
『人間狩り』

10:00

10:30 30[HD]
インフォメーション

30★[字]
【スパドラ！お宝海外ドラマ】
四次元への招待 #2
『窓からの景色/小さい鞄/見えざる敵』

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

09:00 09:00

11:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #20
『光る骨』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#19
『寄生』

11:00

11:30 11:30 11:30

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

10:30 10:30

11:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
7 #20
『韓国』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
7 #21
『疑心』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
7 #22
『父娘』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
7 #23
『火災』

13:00 00[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #1
『金庫室の晩餐』

00★[終][HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#21
『幻の天罰』

13:00

13:30 13:30 13:30

00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #21
『愛ゆえの選択』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#20
『女性恐怖症』

12:00

12:30 12:30 12:30

12:00 00★[HD][字][映]
トワイライトゾーン/超次元の体験

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1
#13
『家族の庭』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1
#15
『パートナーの危機』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1
#17
『砂漠の恋人』

12:00

13:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1
#14
『7人目の死体』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1
#16
『地下の住民たち』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1
#18
『黒ひげの呪い』

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』

30★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#4
『ＤＮＡの価値』

17:30

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #6
『燃え尽きた優等生』

18:00

30★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#5
『陰謀の結末』

18:30

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #2
『青空に散った正義と真実』

00[HD]
インフォメーション

14:00

14:30 14:30 30★[HD][字][新]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#1
『家族崩壊の序章』

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

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

00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
スーパーナチュラル ファイナル・シー
ズン #1
『再び、悪夢のはじまり』

00[二]★[HD]
【まだ間に合う！】
スーパーナチュラル ファイナル・シー
ズン #2
『悪霊の逆襲』

14:00

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]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #3
『サラブレッドの最期』

15:00

15:30 30[5.1]★[HD][字][映]
ブラック・ホール

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 #20
『種のないトリック』

16:30 30★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#3
『幼児誘拐事件の波紋』

16:30

18:00 00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
ン #6
『水面下の作戦 後編』

00[二]★[HD]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#2
『悪霊の逆襲』

00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #10
『コンパス・キャリブレーション』

00[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・
シーズン #11
『C8H7CI0＋ナノ追跡装置＋抗議デモ＋モ
ルディブ＋心理戦』

18:00

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

30[HD]
インフォメーション

17:30

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 #17
『レディ・フランシスの叫び』

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』

17:00 17:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #5
『ハロウィーンの悪夢』

17:00

17:30 30[HD]
インフォメーション

15:30 30★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#2
『つくられた犯罪者』

15:30

16:00 16:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #4
『土の中の秘密』

16:00

16:30

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #19
『切り裂かれた栄光』

00[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
ン #7
『消えない悪夢 前編』

20:00

20:30 20:30 20:30

20:00 00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #7
『トライ』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン1 #2
『銀行強盗集団』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン1 #4
『危険な高層ビル』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン1 #6
『鉄道破壊計画』

20:00

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #7
『タイムカプセルの少年』

19:00

19:30 19:30 30[HD]
インフォメーション

19:30

19:00 00[二]★[終][HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #18
『真実は勝つ』

00[二][CC][HD][新]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン1 #1
『数字がすべて』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン1 #3
『謎のウィルス』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン1 #5
『少女誘拐事件』

19:00

00★[終][HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #21
『愛ゆえの選択』

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！

22:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #10
『コンパス・キャリブレーション』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
#11
『C8H7CI0＋ナノ追跡装置＋抗議デモ＋モルディ
ブ＋心理戦』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #8
『小さな町』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
ン #7
『消えない悪夢 前編』

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][映]
ブラック・ホール

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #20
『光る骨』

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7 #20
『韓国』

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

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #22
『父娘』

00[二][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #23
『火災』

21:00

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #10
『コンパス・キャリブレーション』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
#11
『C8H7CI0＋ナノ追跡装置＋抗議デモ＋モルディ
ブ＋心理戦』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #8
『小さな町』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
ン #7
『消えない悪夢 前編』

24:00

23:00 00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
ン #6
『水面下の作戦 後編』

00[二][CC][HD]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #7
『危険なインタビュー』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #10
『コンパス・キャリブレーション』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
#11
『C8H7CI0＋ナノ追跡装置＋抗議デモ＋モルディ
ブ＋心理戦』

23:00 00★[HD][字][新]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #1
『金庫室の晩餐』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #10
『コンパス・キャリブレーション』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #2
『青空に散った正義と真実』

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するラスベガ
ス編 #24
『ミッションポッシブル』

26:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #4
『土の中の秘密』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
ン #7
『消えない悪夢 前編』

26:00

26:30 26:30 26:30

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #3
『サラブレッドの最期』

00[5.1][HD][字]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #7
『危険なインタビュー』

25:00

25:30 25:30 25:30

25:00 00
メンテナンスのため休止

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #13
『家族の庭』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #15
『パートナーの危機』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #17
『砂漠の恋人』

25:00

26:00 00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #14
『7人目の死体』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #16
『地下の住民たち』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #18
『黒ひげの呪い』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #6
『燃え尽きた優等生』

00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30 29:30 29:30

29:00 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 #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』

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』

29:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #7
『タイムカプセルの少年』

00[二][CC][HD]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #7
『危険なインタビュー』

28:00

28:30 28:30 28:30

30[5.1][HD][字]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#2
『悪霊の逆襲』

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 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 #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』

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』

28:00

27:00 00[二]★[HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズン6
#7
『132分署』

00[二]★[HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズン6
#8
『幻影』

00[二]★[HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズン6
#9
『あがき』

27:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #5
『ハロウィーンの悪夢』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2022年2月

スーパー！ドラマＴＶ 2022.02.07-2022.02.13
2022.02.07 2022.02.08 2022.02.09 2022.02.10 2022.02.11 2022.02.12 2022.02.13

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。

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン1 #9
『スナイパーの心理』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン1 #11
『セイバーメトリクス』

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン1 #13
『脱走犯の追跡』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #2
『誘拐事件の真相』

07:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

06:00

06:30 30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #3
『生と死の世界』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #5
『栄光の報酬』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #7
『墓』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #9
『亡霊裁判』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #11
『魔書と南軍』

06:30 30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #13
『昔はよかった物語』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #15
『日本軍の洞窟』

06:30

06:00 00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #2
『到着』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #4
『遠い道』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #6
『鏡』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #8
『子供の世界』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #10
『狂った太陽』

06:00 00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #12
『ジャングルの呪い』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #14
『奇妙な奈落』

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

10:30

07:00

07:30 07:30 30★[HD][字][新]
ルーツ（1977） HD版 #1
『第1話』

30★[字]
【スパドラ！お宝海外ドラマ】
四次元への招待 #3
『夢に見た家/影を残すもの』

07:30

08:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン1 #8
『えん罪の可能性』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン1 #10
『盗まれた核廃棄物』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン1 #12
『未確認飛行物体』

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #1
『正義への報復』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #3
『狙われたスター』

08:00 08:00

08:30 08:30 30★[字]
【スパドラ！お宝海外ドラマ】
四次元への招待 #4
『笑いを売る男/追う者と追われる者』

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

07:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン1 #7
『偽札事件を追え』

10:30

11:00 00[二]★[終][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #24
『私怨』

00[二]★[HD][新]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #1
『深い森』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #2
『途絶えた伝言』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #3
『ダッキーの帰郷』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #4
『追われる科学者』

11:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #9
『クリスマスの奇跡』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#7
『愛を貫く方法』

11:00

11:30 11:30 11:30

09:00 09:00

09:30 30[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・
シーズン #11
『C8H7CI0＋ナノ追跡装置＋抗議デモ＋モ
ルディブ＋心理戦』

30[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #8
『小さな町』

30[5.1]★[HD][字]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#3
『リリスの杖』

30[5.1][HD][字]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #8
『過去を知る男』

30[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #11
『炎の試練』

09:30 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 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #8
『狙われた騎士』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#6
『正義を貫け』

10:00

10:30

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#10
『愚弄』

12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #20
『移植された悲劇』

00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #22
『マルコとポーロの再会』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #2
『断ち切られた絆』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #4
『殺人ゲーム』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #6
『スイートルームの女』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #11
『観覧席に埋もれた青春』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#9
『呪いを解く剣』

13:00

13:30 13:30 13:30

12:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #19
『消えた記憶』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #21
『英雄の秘密』

00[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #1
『遺された思い出』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #3
『ジュリエットの悲劇』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #5
『嘘に溶けた真実』

12:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #10
『泥に沈んだ栄光』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#8
『悪魔の子』

14:00

14:30 14:30 14:30

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #13
『真実が裁かれるとき』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#11
『壊れた世界』

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 #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』

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 #3
『世にも奇妙な戦死』

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 #5
『頭だけの死体』

15:30 15:30

16:00 16:00

14:00 00★[HD][字][新]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#1
『女たちの制裁』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#2
『美人ライターの秘密』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#3
『美しさの基準』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#4
『売春婦連続殺人』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#5
『旅への憧れ』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #12
『悲しき子守唄』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
ン #7
『消えない悪夢 前編』

00[二]★[HD]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#3
『リリスの杖』

00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #11
『炎の試練』

00[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・
シーズン #12
『王族＋結婚＋伝統儀式＋亜鉛＋ヘナ』

18:00 00[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #1
『イギリス事件簿 Part 1』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#14
『偽装』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #14
『アメリカン・アイドル殺人事件』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#12
『小さな少年の勇気』

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 #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』

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 #4
『血まみれの診療所』

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 #6
『この指とまれ』

16:30 16:30

17:00 17:00 00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #15
『下顎骨に刻まれた秘密』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#13
『完璧な証拠』

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

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・
シーズン #12
『王族＋結婚＋伝統儀式＋亜鉛＋ヘナ』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #9
『エッグ』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
ン #8
『消えない悪夢 後編』

22:00

20:00 00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン1 #8
『えん罪の可能性』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン1 #10
『盗まれた核廃棄物』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン1 #12
『未確認飛行物体』

00[二][CC][HD][新]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #1
『正義への報復』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #3
『狙われたスター』

20:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #8
『狙われた騎士』

00[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
ン #8
『消えない悪夢 後編』

18:00

18:30 18:30 18:30

19:00 00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン1 #7
『偽札事件を追え』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン1 #9
『スナイパーの心理』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン1 #11
『セイバーメトリクス』

00[二][終][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン1 #13
『脱走犯の追跡』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #2
『誘拐事件の真相』

19:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #2
『イギリス事件簿 Part 2』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#15
『死刑執行のカウントダウン』

19:00

19:30 19:30 19:30

18:00 00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #8
『小さな町』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #10
『泥に沈んだ栄光』

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！

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二][終][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #24
『私怨』

00[二][HD][新]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #1
『深い森』

00[二][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #2
『途絶えた伝言』

00[二][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #3
『ダッキーの帰郷』

00[二][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #4
『追われる科学者』

21:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #9
『クリスマスの奇跡』

00★[HD][字][映]
スター・ファイター

21:00

21:30 21:30 21:30

22:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #8
『過去を知る男』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #11
『炎の試練』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #5
『嘘に溶けた真実』

25:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #13
『真実が裁かれるとき』

00[5.1][HD][字]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #8
『過去を知る男』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #8
『過去を知る男』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #11
『炎の試練』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・
シーズン #12
『王族＋結婚＋伝統儀式＋亜鉛＋ヘナ』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #9
『エッグ』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
ン #8
『消えない悪夢 後編』

24:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #12
『悲しき子守唄』

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するラスベガ
ス編 #25
『最後のリカップリング』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #8
『小さな町』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
ン #7
『消えない悪夢 前編』

00[二][CC][HD]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #8
『過去を知る男』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #11
『炎の試練』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・
シーズン #12
『王族＋結婚＋伝統儀式＋亜鉛＋ヘナ』

23:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #11
『観覧席に埋もれた青春』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #11
『炎の試練』

28:30

27:00 00[二]★[HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズン6
#10
『ベイビー』

00[二]★[HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズン6
#11
『ドノヴァン家』

00[二]★[終][HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズン6
#12
『死せるもの』

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

00[二]★[CC][HD]
【帯】
ゾーイの超イケてるプレイリスト シーズン1
#2
『秘めた思いのプレイリスト』

27:00 00★[終][HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #15
『下顎骨に刻まれた秘密』

30[5.1][HD][字]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#3
『リリスの杖』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #20
『移植された悲劇』

00★[終][HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #22
『マルコとポーロの再会』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #2
『断ち切られた絆』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #4
『殺人ゲーム』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #6
『スイートルームの女』

26:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #14
『アメリカン・アイドル殺人事件』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
ン #8
『消えない悪夢 後編』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #19
『消えた記憶』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン1 #21
『英雄の秘密』

00★[HD][字][新]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #1
『遺された思い出』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #3
『ジュリエットの悲劇』

29:00 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 #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』

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 #4
『血まみれの診療所』

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 #6
『この指とまれ』

29:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #2
『イギリス事件簿 Part 2』

00[HD]
インフォメーション

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 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 #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』

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 #3
『世にも奇妙な戦死』

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 #5
『頭だけの死体』

28:00 00★[HD][字][新]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #1
『イギリス事件簿 Part 1』

00[二][CC][HD]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #8
『過去を知る男』

28:00

28:30 28:30

29:00

29:30 29:30 29:30



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2022年2月

スーパー！ドラマＴＶ 2022.02.14-2022.02.20
2022.02.14 2022.02.15 2022.02.16 2022.02.17 2022.02.18 2022.02.19 2022.02.20

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。

12:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #7
『幼きクイーンの悲劇』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #9
『届かぬ地中の叫び』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #11
『過去からの告発』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #13
『沼に沈んだ青春』

14:00 00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#6
『女子大生の悲劇』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #24
『人類に供す』

06:00 00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #26
『消えた少女』

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

06:00

06:30 30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #17
『水爆落ちる』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #19
『狩りの最中突然に』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #21
『真夜中の遊戯』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #23
『蘇ったジェフ』

30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #25
『星のシンデレラ』

06:30 30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #27
『自分を探す男』

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

06:30

06:00 00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #16
『死神の訪れ』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #18
『死人の靴』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #20
『西部劇作法』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #22
『ピアノの怪』

07:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #4
『小さな目撃者』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #6
『狙われやすい標的』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #8
『隠された写真』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #10
『所有権争い』

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][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#16
『無防備なセックス』

10:00

10:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #12
『報復の連鎖』

07:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

07:00

07:30 07:30 30★[HD][字]
ルーツ（1977） HD版 #2
『第2話』

30★[字]
【スパドラ！お宝海外ドラマ】
四次元への招待 #5
『死してのち/ただ一人の生存者/呪いの人
形』

07:30

08:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #5
『暗殺の確率』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #7
『データマイニング』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #9
『姿なき告発者』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #11
『放火捜査のカギ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #13
『賭けの代償』

08:00 08:00

08:30 08:30 30★[終][字]
【スパドラ！お宝海外ドラマ】
四次元への招待 #6
『過去からの歌声/あやまち』

08:30

09:00 00[HD]
インフォメーション

13:30

10:30 10:30

11:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #5
『乗っ取られた貨物船』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #6
『隠れた悪意』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #7
『帰還兵の悲願』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #8
『法の落とし穴』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #9
『吹雪の感謝祭』

11:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #4
『無垢なる者の牙』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#17
『ゆがんだ妄想愛』

11:00

11:30 11:30 11:30

00[HD]
インフォメーション

09:00 09:00

09:30 30[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・
シーズン #12
『王族＋結婚＋伝統儀式＋亜鉛＋ヘナ』

30[5.1][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #9
『エッグ』

30[5.1]★[HD][字]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#4
『作家チャック、再び』

30[5.1][HD][字]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #9
『いびつな欲望』

30[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #12
『メーデー：Part 1』

09:30 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 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #3
『浮気の代償』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#21
『母と娘の愛憎』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#7
『性犯罪者と市民権』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#8
『狙われたベンソン』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#9
『勝ち組たちの快楽』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#10
『悪夢に終止符を』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #7
『聖人の秘密』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#20
『ＤＮＡの落とし穴』

14:00

14:30 14:30 14:30

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #15
『赤いテープ』

12:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #5
『完全なる世界の崩壊』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#18
『それぞれの罪悪感』

12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #8
『砂漠に捨てられた女』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #10
『眠れぬ森の魔女』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #12
『最後の勝者』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #14
『友情とルールのジレンマ』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #16
『骨のない死体』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #6
『血染めのエレベーター』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#19
『秘密が明らかになる瞬間』

13:00

13:30 13:30

15:00

15:30 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 #7
『殺しのオーナメント』

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 #9
『命の期限』

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 #11
『煙の彼方』

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 #13
『優しい殺し屋』

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 #15
『お粗末な儀式』

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #9
『過去からの訪問者』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#22
『母親の資格』

16:00

16:30 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 #8
『砂の女』

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 #10
『知りすぎていた女』

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 #12
『女王様と奴隷たち』

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 #14
『閉ざされた11分署』

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 #16
『不気味の谷の目撃者』

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]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #8
『デス・アート』

00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #9
『エッグ』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
ン #8
『消えない悪夢 後編』

00[二]★[HD]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#4
『作家チャック、再び』

00[二][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #12
『メーデー：Part 1』

00[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・
シーズン #13
『隠れた名車＋エンジンオイル＋カーレー
ス＋実験用マウス＋タコメーター』

18:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #11
『良い親の条件』

00[HD]
インフォメーション

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #10
『殺人フライト』

00★[終][HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#23
『魂の行き先』

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

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
#13
『隠れた名車＋エンジンオイル＋カーレース＋実
験用マウス＋タコメーター』

00[二]★[終][HD]
【スパドラ！２２】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #10
『オベーション』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
ン #9
『家族の亀裂』

22:00

20:00 00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #5
『暗殺の確率』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #7
『データマイニング』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #9
『姿なき告発者』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #11
『放火捜査のカギ』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #13
『賭けの代償』

20:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #3
『浮気の代償』

00[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
ン #9
『家族の亀裂』

18:00

18:30 18:30 30★[HD][字][新]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン4
#1
『世間と自分を欺くウソ』

18:30

19:00 00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #4
『小さな目撃者』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #6
『狙われやすい標的』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #8
『隠された写真』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #10
『所有権争い』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #12
『報復の連鎖』

19:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #12
『潜入！サーカス団』

19:00

19:30 19:30 30[HD]
インフォメーション

19:30

18:00

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #5
『完全なる世界の崩壊』

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！

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #5
『乗っ取られた貨物船』

00[二][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #6
『隠れた悪意』

00[二][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #7
『帰還兵の悲願』

00[二][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #8
『法の落とし穴』

00[二][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #9
『吹雪の感謝祭』

21:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #4
『無垢なる者の牙』

00[吹]★[HD][映]
トワイライトゾーン/超次元の体験

21:00

21:30 21:30 21:30

22:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #9
『いびつな欲望』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #12
『メーデー：Part 1』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #9
『いびつな欲望』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #12
『メーデー：Part 1』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
#13
『隠れた名車＋エンジンオイル＋カーレース＋実
験用マウス＋タコメーター』

00[5.1]★[終][HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #10
『オベーション』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
ン #9
『家族の亀裂』

24:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #7
『聖人の秘密』

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するラスベガ
ス編 #26
『待ちに待ったハイダウェイ』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #9
『エッグ』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
ン #8
『消えない悪夢 後編』

00[二][CC][HD]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #9
『いびつな欲望』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #12
『メーデー：Part 1』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・
シーズン #13
『隠れた名車＋エンジンオイル＋カーレー
ス＋実験用マウス＋タコメーター』

23:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #6
『血染めのエレベーター』

00[5.1][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #12
『メーデー：Part 1』

27:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #10
『殺人フライト』

00[5.1][HD][字]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#4
『作家チャック、再び』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #8
『砂漠に捨てられた女』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #10
『眠れぬ森の魔女』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #12
『最後の勝者』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #14
『友情とルールのジレンマ』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #16
『骨のない死体』

26:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #9
『過去からの訪問者』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
ン #9
『家族の亀裂』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #7
『幼きクイーンの悲劇』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #9
『届かぬ地中の叫び』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #11
『過去からの告発』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #13
『沼に沈んだ青春』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #15
『赤いテープ』

25:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #8
『デス・アート』

00[5.1][HD][字]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #9
『いびつな欲望』

29:00 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6 #8
『砂の女』

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 #10
『知りすぎていた女』

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 #12
『女王様と奴隷たち』

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 #14
『閉ざされた11分署』

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 #16
『不気味の谷の目撃者』

29:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #12
『潜入！サーカス団』

00[HD]
インフォメーション

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 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6 #7
『殺しのオーナメント』

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 #9
『命の期限』

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 #11
『煙の彼方』

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 #13
『優しい殺し屋』

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 #15
『お粗末な儀式』

28:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #11
『良い親の条件』

00[二][CC][HD]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #9
『いびつな欲望』

28:00

28:30 28:30 28:30

27:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
ゾーイの超イケてるプレイリスト シーズン1
#3
『上司のやるせないプレイリスト』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
ゾーイの超イケてるプレイリスト シーズン1
#4
『汝の隣人のプレイリスト』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
ゾーイの超イケてるプレイリスト シーズン1
#5
『失敗だらけのプレイリスト』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
ゾーイの超イケてるプレイリスト シーズン1
#6
『婚約パーティのプレイリスト』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
ゾーイの超イケてるプレイリスト シーズン1
#7
『揺れ動くハートのプレイリスト』

29:00

29:30 29:30 29:30



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2022年2月

スーパー！ドラマＴＶ 2022.02.21-2022.02.27
2022.02.21 2022.02.22 2022.02.23 2022.02.24 2022.02.25 2022.02.26 2022.02.27

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。

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

06:00 00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン4 HD版 #2
『海底の墳墓』

00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン4 HD版 #3
『幻の谷間』

06:00

06:30 30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #31
『たそがれの賭け』

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

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

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

06:30 06:30

06:00 00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #30
『ほら吹きフリスビィ』

00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン シーズン3 HD版 #32
『天よりの使者』

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

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

07:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #14
『臓器売買』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #16
『追憶』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #18
『イラク人女性弁護士』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #20
『狂った使命感』

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

12:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #17
『神の庭の犯罪者』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #19
『切り裂かれた栄光』

10:00

10:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #22
『闇からの挑戦状』

07:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

07:00

07:30 07:30 30★[HD][字]
ルーツ（1977） HD版 #3
『第3話』

30[HD][字][映]
スター・ファイター

07:30

08:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #15
『狙われたハイテクマシン』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #17
『マインド・ゲーム』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #19
『ハイスクール乱射事件』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #21
『FBI襲撃』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #23
『アメリカン・ドリームの罠』

08:00 08:00

08:30 08:30 30★[HD][字]
ルーツ（1977） HD版 #4
『第4話』

08:30

09:00 00[HD]
インフォメーション

10:30 10:30

11:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #10
『父への手紙』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #11
『繰り返された悲劇』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #12
『自国民テロリスト』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #13
『名誉勲章の行方』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #14
『規範と校訓』

11:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #14
『英雄の過去』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン4
#3
『弱い者いじめ』

11:00

11:30 11:30 11:30

00[HD]
インフォメーション

09:00 09:00

09:30 30[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・
シーズン #13
『隠れた名車＋エンジンオイル＋カーレー
ス＋実験用マウス＋タコメーター』

30[5.1][終][HD][字]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #10
『オベーション』

30[5.1]★[HD][字]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#5
『神の筋書き』

30[5.1][HD][字]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #10
『聖夜の殺人』

30[5.1][終][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #13
『メーデー：Part 2』

09:30 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 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #13
『殺意のリンク』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン4
#2
『神聖な婚姻』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #4
『土の中の秘密』

12:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #15
『洞窟のプリンセス』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン4
#4
『欲情する魂』

12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #18
『君を諦めない』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #20
『光る骨』

00[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #1
『金庫室の晩餐』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #3
『サラブレッドの最期』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #5
『ハロウィーンの悪夢』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #16
『溶ける骨』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン4
#5
『秩序のない世界』

13:00

13:30 13:30 13:30

00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #21
『愛ゆえの選択』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #2
『青空に散った正義と真実』

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]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #18
『愛する者との再会』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン4
#7
『捨てられた人形』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#12
『ロシアの愛の詩』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#13
『ふたつの顔』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#14
『それぞれの時効』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#15
『疑惑の財閥令嬢』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #17
『母親クラブ』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン4
#6
『父親の愛し方』

14:00

14:30 14:30 14:30

14:00 00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#11
『汚れた血』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #20
『理想の結婚』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン4
#9
『罪の意識』

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]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン6 #17
『食物連鎖の理』

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 #19
『解けない数式』

30[二]★[終][HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン6 #21
『最愛の相棒へ』

30[二]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
ファイナル・シーズン #2
『凶弾』

30[二]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
ファイナル・シーズン #4
『危険な青信号』

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #19
『天才物理学者の誤算』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン4
#8
『完ぺきな細胞』

16:00

16:30 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 #18
『ホロウィッツの大予言』

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 #20
『死が二人を分かつまで』

30[二]★[HD][新]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
ファイナル・シーズン #1
『ホームズ＆ワトソン in ロンドン』

30[二]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
ファイナル・シーズン #3
『倉庫に眠る秘密』

30[二]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
ファイナル・シーズン #5
『回りくどい殺人』

16:30

18:00

18:30 18:30 18:30

19:00 00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #14
『臓器売買』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #16
『追憶』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #18
『イラク人女性弁護士』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #20
『狂った使命感』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #22
『闇からの挑戦状』

19:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #22
『ライリー家の秘密』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン4
#11
『堕ちた天使』

19:00

19:30 19:30 19:30

18:00 00[二][終][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #10
『オベーション』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
ン #9
『家族の亀裂』

00[二]★[HD]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#5
『神の筋書き』

00[二][終][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #13
『メーデー：Part 2』

00[二][HD]
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・
シーズン #14
『水＋オルトリン酸塩＋故郷＋腐食＋原
点』

18:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #21
『十字架の骸骨』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン4
#10
『ゆがんだ愛情』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[二][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #10
『父への手紙』

00[二][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #11
『繰り返された悲劇』

00[二][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #12
『自国民テロリスト』

00[二][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #13
『名誉勲章の行方』

00[二][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #14
『規範と校訓』

21:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #14
『英雄の過去』

00[5.1]★[HD][字][新]
ゾーイの超イケてるプレイリスト シーズン2
#1
『復帰のプレイリスト』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #15
『狙われたハイテクマシン』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #17
『マインド・ゲーム』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #19
『ハイスクール乱射事件』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #21
『FBI襲撃』

00[二][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #23
『アメリカン・ドリームの罠』

20:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #13
『殺意のリンク』

00[5.1][HD][字]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
ン #10
『悲劇のスナイパー』

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]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #10
『聖夜の殺人』

00[二]★[終][HD]
【スパドラ！２２】
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #13
『メーデー：Part 2』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・
シーズン #14
『水＋オルトリン酸塩＋故郷＋腐食＋原
点』

00[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！２２】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13
#1
『それぞれの決心』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
ン #10
『悲劇のスナイパー』

22:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #15
『洞窟のプリンセス』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・
シーズン #14
『水＋オルトリン酸塩＋故郷＋腐食＋原
点』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #10
『聖夜の殺人』

00[5.1]★[終][HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #13
『メーデー：Part 2』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
#14
『水＋オルトリン酸塩＋故郷＋腐食＋原点』

00[5.1]★[HD][字][新]
【スパドラ！字幕２４】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13
#1
『それぞれの決心』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
ン #10
『悲劇のスナイパー』

24:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #17
『母親クラブ』

00[二]★[HD]
ラブアイランドUSA　水着で恋するラスベガ
ス編 #27
『緊張！家族とのご対面』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][終][HD]
トワイライト・ゾーン（2019） シーズン2 #10
『オベーション』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
ン #9
『家族の亀裂』

00[二][CC][HD]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #10
『聖夜の殺人』

00[5.1][終][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #13
『メーデー：Part 2』

00[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・シーズン
#14
『水＋オルトリン酸塩＋故郷＋腐食＋原点』

23:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #16
『溶ける骨』

00[二]★[CC][HD][新]
ゾーイの超イケてるプレイリスト シーズン2
#1
『復帰のプレイリスト』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #18
『君を諦めない』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #20
『光る骨』

00★[HD][字][新]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #1
『金庫室の晩餐』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #3
『サラブレッドの最期』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #5
『ハロウィーンの悪夢』

26:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #19
『天才物理学者の誤算』

00[二][HD]
NCIS: ニューオーリンズ ファイナル・シーズ
ン #10
『悲劇のスナイパー』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #17
『神の庭の犯罪者』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #19
『切り裂かれた栄光』

00★[終][HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン2 #21
『愛ゆえの選択』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #2
『青空に散った正義と真実』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #4
『土の中の秘密』

25:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #18
『愛する者との再会』

00[5.1][HD][字]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #10
『聖夜の殺人』

00[HD]
インフォメーション

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 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6 #17
『食物連鎖の理』

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 #19
『解けない数式』

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6 #21
『最愛の相棒へ』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
ファイナル・シーズン #2
『凶弾』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
ファイナル・シーズン #4
『危険な青信号』

28:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #21
『十字架の骸骨』

00[5.1][HD][字][新]
ゾーイの超イケてるプレイリスト シーズン2
#1
『復帰のプレイリスト』

28:00

28:30 28:30 28:30

27:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
ゾーイの超イケてるプレイリスト シーズン1
#8
『故障したプレイリスト』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
ゾーイの超イケてるプレイリスト シーズン1
#9
『無音のプレイリスト』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
ゾーイの超イケてるプレイリスト シーズン1
#10
『ストレス爆発のプレイリスト』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
ゾーイの超イケてるプレイリスト シーズン1
#11
『ママのプレイリスト』

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
ゾーイの超イケてるプレイリスト シーズン1
#12
『パパのプレイリスト』

27:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #20
『理想の結婚』

00[5.1][HD][字]
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#5
『神の筋書き』

29:00

29:30 29:30 29:30

29:00 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6 #18
『ホロウィッツの大予言』

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 #20
『死が二人を分かつまで』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
ファイナル・シーズン #1
『ホームズ＆ワトソン in ロンドン』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
ファイナル・シーズン #3
『倉庫に眠る秘密』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
ファイナル・シーズン #5
『回りくどい殺人』

29:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #22
『ライリー家の秘密』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2022年2月

スーパー！ドラマＴＶ 2022.02.28
2022.02.28 2022.03.01 2022.03.02 2022.03.03 2022.03.04 2022.03.05 2022.03.06

月 火 水 木 金 土 日

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

※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。

06:00 00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン シーズン4 HD版 #4
『暗闇の男』

06:00 06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #24
『過去からのメッセージ』

07:00 07:00

07:30 07:30 07:30

08:00 00[HD]
インフォメーション

08:00 08:00

08:30 30[二]★[HD][新]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの
恋愛法則 セレクション ファイナル・シーズン #1『新婚旅
行におけるスケジュール設定の法則』

10:30 30[HD]
インフォメーション

10:30 10:30

11:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #15
『敵討ち』

11:00 11:00

11:30 11:30 11:30

08:30 08:30

09:00 00[HD]
インフォメーション

09:00 09:00

09:30 30[5.1][HD][字]
MACGYVER／マクガイバー ファイナル・
シーズン #14
『水＋オルトリン酸塩＋故郷＋腐食＋原
点』

09:30 09:30

10:00 10:00 10:00

14:00 00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#16
『第３の男』

14:00 14:00

14:30 14:30 14:30

15:00 00[HD]
インフォメーション

15:00 15:00

12:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #6
『燃え尽きた優等生』

12:00 12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #7
『タイムカプセルの少年』

13:00 13:00

13:30 13:30 13:30

17:30 30[HD]
インフォメーション

17:30 17:30

18:00 00[二][CC][HD][新]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13
#1
『それぞれの決心』

18:00 18:00

18:30 18:30 18:30

15:30 30[二]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
ファイナル・シーズン #6
『奪われたDNA』

15:30 15:30

16:00 16:00 16:00

16:30 30[二]★[HD]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
ファイナル・シーズン #7
『ロシアより毒をこめて』

16:30 16:30

17:00 17:00 17:00

21:00 00[二][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #15
『敵討ち』

21:00 21:00

21:30 21:30 21:30

22:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #11
『始まりの場所』

22:00 22:00

22:30 22:30 22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

19:00 00[二][終][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン2 #24
『過去からのメッセージ』

19:00 19:00

19:30 19:30 19:30

20:00 00[二][終][HD]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #13
『メーデー：Part 2』

20:00 20:00

20:30 20:30 20:30

25:00 00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #6
『燃え尽きた優等生』

25:00 25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
BONES ―骨は語る― シーズン3 #7
『タイムカプセルの少年』

26:00 26:00

26:30 26:30 26:30

23:00 00[二][CC][HD][新]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13
#1
『それぞれの決心』

23:00 23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 #11
『始まりの場所』

24:00 24:00

24:30 24:30 24:30

29:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
ファイナル・シーズン #7
『ロシアより毒をこめて』

29:00 29:00

29:30 29:30 29:30

27:00 00[5.1][終][HD][字]
MANIFEST／マニフェスト シーズン3 #13
『メーデー：Part 2』

27:00 27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
ファイナル・シーズン #6
『奪われたDNA』

28:00 28:00

28:30 28:30 28:30


