スーパー！ドラマＴＶ 番組表 2022年7月

スーパー！ドラマＴＶ 2022.07.01-2022.07.03

2022.06.27
月

2022.06.28
火

06:00

06:30

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

2022.06.29
水

2022.06.30
木

2022.07.01
金

2022.07.02
土

2022.07.03
日

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
刑事カーディナル 過去からの報せ #4
『リマー』

06:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
刑事カーディナル 過去からの報せ #5
06:30 『ママ』

00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
刑事カーディナル 過去からの報せ #6
『ヘレン』

06:00

00[二]★[HD]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #9
『#優柔不断』

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

06:30

07:30 30[多]★[CC][HD][解]
30[二/一部字]★[CC][HD]
【2話連続放送】
キャプテンスカーレット HD完全版 #12
宇宙大作戦／スタートレック シーズン1 HD 『ミステロン基地発見！』
00[二]★[終][HD]
08:00 版 #17
『ゴトス星の怪人』
【帯】
15[HD]インフォメーション
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #10
『#良心の呵責(かしゃく)』
08:30 30[多]★[CC][HD][解]
30[二][HD]
【2話連続放送】
WALKER／ウォーカー #2
宇宙大作戦／スタートレック シーズン1 HD 『復帰への道のり』
00[HD]
09:00 版 #18
『怪獣ゴーンとの対決』
インフォメーション

07:30

30[二][HD]
ブラックリスト シーズン9 #5
『ベンジャミン・T・オカーラ』

10:00

08:00

08:30

09:00

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 00[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #1
10:30 『刺客の宿命』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン3 #23
『１億匹事件』

10:00

10:30

30[HD]
インフォメーション

11:00

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #8
『理想の家族』

11:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #2
11:30 『記憶のいたずら』

00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン3 #24
『仕組まれた罠』

11:00

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #9
『折れた翼』

12:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #3
12:30 『ペネロピ文書』

00[HD]
インフォメーション

12:00

12:30

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #10
『肉と血』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #4
13:30 『殺害依頼』

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

13:30

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #4
『夢の材料』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #5
14:30 『自由を求めて』

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

14:30

15:00

00[HD]
インフォメーション

15:30

30[二]★[HD][新]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #1
『魔王の息子』

15:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #6
15:30 『恋に落ちて』

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

15:30

30[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン4 #5
『ビデオゲームの墓場』

16:30

30[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン4 #6
『摩天楼のスナイパー』

17:30

30[HD]
インフォメーション

18:30

00[5.1]★[HD][字]
WALKER／ウォーカー #2
『復帰への道のり』

19:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

16:00

16:30

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #2
『地獄の扉』

17:00

17:30

30[HD]
インフォメーション

18:00

00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #9
『着せられた汚名』

18:30

19:00

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #9
『#優柔不断』

19:30

20:00

16:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #7
16:30 『魔の三角関係』

17:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #8
17:30 『英雄の帰還（前編）』

18:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #9
18:30 『英雄の帰還（後編）』

19:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #10
19:30 『ディノッゾの受難』

00[5.1]★[終][HD][字]
20:00
【帯】
サバイバー: 宿命の大統領 シーズン3 #10
『#良心の呵責(かしゃく)』
20:30

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

25:00

25:30

26:00

26:30

27:00

27:30

28:00

28:30

29:30

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

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

※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。

15:00

16:00

17:00

18:00

19:30

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #4
『夢の材料』

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #2
21:30 『記憶のいたずら』

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

21:00

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
トランスプラント 戦場から来た救命医 #11
『罪悪感』

22:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #3
22:30 『ペネロピ文書』

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

22:00

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

20:30

21:30

22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

23:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #4
23:30 『殺害依頼』

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

23:00

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
トランスプラント 戦場から来た救命医 #11
『罪悪感』

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #5
24:30 『自由を求めて』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン4 #3
『ドッペルゲンガー殺人事件』

24:00

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #8
『理想の家族』

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #6
25:30 『恋に落ちて』

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

25:00

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #9
『折れた翼』

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #7
26:30 『魔の三角関係』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン4 #5
『ビデオゲームの墓場』

26:00

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #10
『肉と血』

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #8
27:30 『英雄の帰還（前編）』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン4 #6
『摩天楼のスナイパー』

27:00

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

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #9
28:30 『英雄の帰還（後編）』

00★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『リサ・クドロー』

28:00

55[二]★[CC][HD]
29:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
【スパドラ！イッキ見】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #10
の物語～ シーズン2 #8
29:30 『ディノッゾの受難』
『7日間』

29:00

14:00

20:00

23:30

24:30

13:00

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

00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #9
『着せられた汚名』

24:00

11:30

00[5.1]★[HD][字][新]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #1
『刺客の宿命』

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！
23:00

10:30

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

23:30

24:30

25:30

26:30

27:30

28:30

00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30

スーパー！ドラマＴＶ 番組表 2022年7月

スーパー！ドラマＴＶ 2022.07.04-2022.07.10

2022.07.04
月

2022.07.05
火

2022.07.06
水

2022.07.07
木

2022.07.08
金

2022.07.09
土

2022.07.10
日

06:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
刑事カーディナル 凍てつく夜に #1
06:30 『ロバート』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
刑事カーディナル 凍てつく夜に #2
『アデル』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
刑事カーディナル 凍てつく夜に #3
『バリー』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
刑事カーディナル 凍てつく夜に #4
『ニール』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
刑事カーディナル 凍てつく夜に #5
『スコット』

06:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
刑事カーディナル 凍てつく夜に #6
06:30 『ジョンとリズ』

00[二/一部字]★[HD][新]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #1
『宇宙人捕虜第1号』

06:00

07:00 00[二]★[HD][新]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #1
07:30 『窮地』

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

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

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #7
『埋込』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #9
『金塊』

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

08:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #2
08:30 『除隊』

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

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

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #8
『上司』

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

09:30 30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #9
『着せられた汚名』
10:00

30[5.1][HD][字]
30[二][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #11
#19
『罪悪感』
『ソーホーのヒーロー』

30[二][CC][HD]
30[二][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実 ブラックリスト シーズン9 #6
の物語～ シーズン2 #9
『ドクター・ロバータ・サンド』
『クルミの季節』

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

11:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #11
11:30 『闇に潜むハンター』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #14
『悪霊の棲む家』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
#2
『目覚め』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
#5
『狙われた兄弟』

12:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #12
12:30 『ハーメルンの笛吹き男』

00[二]★[終][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #15
『究極の選択』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
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』

13:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #13
13:30 『カメレオン』

00[二]★[HD][新]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
#1
『皮を剥ぐ男』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】【クロス
オーバースペシャル】
14:30 LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン22
#13
『モーテル連続怪死事件』

07:30 30[多]★[CC][HD][解]
30[二/一部字]★[CC][HD]
【2話連続放送】
キャプテンスカーレット HD完全版 #13
宇宙大作戦／スタートレック シーズン1 HD 『無人戦車ユニトロン』
00[二]★[HD]
08:00 版 #19
『宇宙歴元年7.21』
【帯】
15[HD]インフォメーション
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #10
『空母』
08:30 30[多]★[CC][HD][解]
30[二][HD]
【2話連続放送】
WALKER／ウォーカー #3
宇宙大作戦／スタートレック シーズン1 HD 『首振り人形』
00[HD]
09:00 版 #20
『宇宙軍法会議』
インフォメーション

06:30

07:30

08:00

08:30

09:00

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 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #11
10:30 『雪夜の奇跡』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン4 #7
『ライアーゲーム』

10:00

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
#8
『ファミリー・ツリー』

11:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #12
11:30 『ファントムの再来』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン4 #8
『罪人の子』

11:00

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
#6
『デートの夜に』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
#9
『悪魔の血』

12:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #13
12:30 『愛と裏切り』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン4 #9
『操られた暴走車』

12:00

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
#4
『忙しい土曜日』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
#7
『シュレーディンガーの猫』

00[二]★[終][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
#10
『そして最後に･･･』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #14
13:30 『運命の分かれ道』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン4 #10
『学資ローンの罠』

13:00

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #5
『模造品』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #6
『暴かれた正体』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #7
『対決』

00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #8
『正義とは』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #15
14:30 『スーパーヒーロー』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』

14:00

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

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #5
『死を司る者』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #7
『復活した者たち』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #9
『ドリームウォーカー』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #11
『ブレーキ・ダウン』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』

15:00

15:30 30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #3
16:00 『ミズーリの遺言』

15:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #16
15:30 『心理作戦』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #6
『カスティエルの復活』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #8
『サソリとカエル』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #10
『ウェイワード・シスターズ』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #12
『魔導書を狙う者たち』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』

16:00

16:30 30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #4
17:00 『虚無の果て』

16:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #17
16:30 『交錯する思惑』

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]
【スパドラ！イッキ見】
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』

17:00

17:30 30[HD]
インフォメーション

17:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #18
17:30 『見透かされる心』

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:00 00[二][CC][HD]
00[5.1][HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #11
#19
『罪悪感』
18:30 『ソーホーのヒーロー』

00[5.1][HD][字]
00[5.1][HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実 ブラックリスト シーズン9 #6
の物語～ シーズン2 #9
『ドクター・ロバータ・サンド』
『クルミの季節』

00[5.1][HD][字]
18:00 00[二]★[CC][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #10
【スパドラ！イッキ見】
『血を分けた兄弟』
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #19
18:30 『巣立ち』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』

18:00

19:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #1
19:30 『窮地』

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

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

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #7
『埋込』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #9
『金塊』

00[5.1]★[HD][字]
WALKER／ウォーカー #3
『首振り人形』

19:00

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #2
20:30 『除隊』

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

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

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #8
『上司』

00[5.1]★[HD][字]
20:00
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #10
『空母』
20:30

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】【クロスオーバースペシャル】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン22
21:30 #13
『モーテル連続怪死事件』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #5
『模造品』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #6
『暴かれた正体』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #7
『対決』

00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 #8
『正義とは』

22:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
22:30 の物語～ シーズン2 #9
『クルミの季節』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
ブラックリスト シーズン9 #6
『ドクター・ロバータ・サンド』

00[二]★[HD]
00[二]★[CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
【スパドラ！２２】
【スパドラ！２２】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #10 LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #12
『血を分けた兄弟』
#20
『再発』
『通じ合う心』

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

23:00 00[二][CC][HD]
00[二][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #11
#19
『罪悪感』
23:30 『ソーホーのヒーロー』

00[二]★[HD]
WALKER／ウォーカー #3
『首振り人形』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン9 #6
『ドクター・ロバータ・サンド』

00[二][HD]
23:00 00[5.1]★[HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #10
【スパドラ！イッキ見】
『血を分けた兄弟』
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #14
23:30 『運命の分かれ道』

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
24:30 の物語～ シーズン2 #9
『クルミの季節』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
ブラックリスト シーズン9 #6
『ドクター・ロバータ・サンド』

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
【スパドラ！字幕２４】
【スパドラ！字幕２４】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #10 LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #12
『血を分けた兄弟』
#20
『再発』
『通じ合う心』

25:00 00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #11
25:30 『闇に潜むハンター』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #14
『悪霊の棲む家』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
#2
『目覚め』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
#5
『狙われた兄弟』

26:00 00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #12
26:30 『ハーメルンの笛吹き男』

00★[終][HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #15
『究極の選択』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
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』

27:00 00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド シーズン14 #13
27:30 『カメレオン』

00★[HD][字][新]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
#1
『皮を剥ぐ男』

28:00 00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA 水着で恋するフィジー
28:30 編 #15
『ニューフェイスが巻き起こす大旋風』

00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA 水着で恋するフィジー
編 #16
『すれ違うアイランダー』

29:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #6
29:30 『盗撮の代償』

00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #7 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #8
『シャーロックたちの推理』
『想い出の人』

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

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

※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。

19:30

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #11
『雪夜の奇跡』

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

20:00

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #12
21:30 『ファントムの再来』

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

21:00

22:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #13
22:30 『愛と裏切り』

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

22:00

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

20:30

21:30

22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！
00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン4 #10
『学資ローンの罠』

23:00

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #15
24:30 『スーパーヒーロー』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

24:00

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
#8
『ファミリー・ツリー』

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #16
25:30 『心理作戦』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

25:00

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
#6
『デートの夜に』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
#9
『悪魔の血』

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #17
26:30 『交錯する思惑』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

26:00

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
#4
『忙しい土曜日』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
#7
『シュレーディンガーの猫』

00★[終][HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン
#10
『そして最後に･･･』

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #18
27:30 『見透かされる心』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

27:00

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

00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
【帯】
【帯】
ラブアイランドUSA 水着で恋するフィジー ラブアイランドUSA 水着で恋するフィジー
編 #18
編 #19
『怒りの鉄槌』
『アイランダー 親になる』

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #19
28:30 『巣立ち』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

28:00

00[HD]
インフォメーション

29:00

00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
29:00
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #9 NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #10
『着せられた汚名』
『血を分けた兄弟』
29:30

※7/5（火）27:55～28:00はスカパー! のみメンテナンス休止
[二]:二カ国語
[多]:音声多重
[吹]:吹き替え
[新]:新番組
[終]:終了番組

19:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #20
19:30 『神聖な使命』

18:30

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

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #20
『神聖な使命』

23:30

24:30

25:30

26:30

27:30

28:30

29:30

スーパー！ドラマＴＶ 番組表 2022年7月

スーパー！ドラマＴＶ 2022.07.11-2022.07.17

2022.07.11
月

2022.07.12
火

2022.07.13
水

2022.07.14
木

2022.07.15
金

2022.07.16
土

2022.07.17
日

06:00 00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #2
06:30 『シャドー秘密指令』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #3
『猫の目は宇宙人』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #4
『円盤基地爆破作戦』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #5
『宇宙人・地球逃亡！』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #6
『超能力ＵＦＯ探知人間』

06:00 00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #7
06:30 『ストレイカー暗殺指令』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #8
『スカイダイバー危機一髪』

06:00

07:00 00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
07:00 00[HD]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
インフォメーション
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #11 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #13 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #15 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #17 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #19
『聖戦』
『歴史』
『布石』
『赤隊2』
07:30 『盗難』
07:30 30[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1 HD
08:00 00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
08:00 版 #21
『ベータ・スリーの独裁者』
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #12 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #14 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #16 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #18 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #20
『特訓』
『恩人』
『赤隊』
『浄化』
08:30 『疑念』
08:30 30[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1 HD
09:00 00[HD]
00[HD]
00[HD]
00[HD]
00[HD]
09:00 版 #22
『宇宙の帝王』
インフォメーション
インフォメーション
インフォメーション
インフォメーション
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

07:00

30[二/一部字]★[CC][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #14
『ファッション・ショーをねらえ！』

07:30

09:30 30[二][HD]
30[5.1][HD][字]
30[二][CC][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #10 LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #12
『血を分けた兄弟』
#20
『再発』
『通じ合う心』
10:00

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 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #21
10:30 『再燃』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』

10:00

30[二][終][CC][HD]
30[二][HD]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実 ブラックリスト シーズン9 #7
の物語～ シーズン2 #10
『眠りと目覚めの間』
『結婚式』

08:00
15[HD]インフォメーション
30[二][HD]
WALKER／ウォーカー #4
『親子の秘密』

08:30

09:00

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

11:00 00[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
11:30 シーズン4 #1
『コルビーの疑惑』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン4 #4
『数秘術の暗号』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン4 #7
『アバターの正体』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン4 #10
『密室のエレベーター』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン4 #13
『ドンの直感』

11:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #22
11:30 『火中の真実』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』

11:00

12:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
12:30 シーズン4 #2
『ハリウッド的殺人事件』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン4 #5
『ロビン・フッドの誘導』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン4 #8
『愛情の値段』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン4 #11
『危険な報道』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン4 #14
『死のチェックメイト』

12:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #23
12:30 『くすぶる炎』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』

12:00

13:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
13:30 シーズン4 #3
『スピードの代償』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン4 #6
『守りきれなかった命』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン4 #9
『伝説の非売品』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン4 #12
『心の殺人』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン4 #15
『もう１つの戦争』

13:00 00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #24
13:30 『誓い』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』

13:00

14:00 00[二]★[HD][新]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5 #1
14:30 『天使のささやき』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5 #2
『新たなボス』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5 #3
『スパイの誘惑』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5 #4
『遺産』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5 #5
『弟ができた日』

14:00 00[HD]
インフォメーション

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』

14:00

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

15:30 30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #13
16:00 『癒しの天使』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #15
『最も聖なる人』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #17
『ソロモンの封印』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #19
『バタフライ・エフェクト』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #21
『７度目の死』

15:30 30[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #2
16:00 『深い爪痕』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』

16:00

16:30 30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #14
17:00 『最終戦争の扉』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #16
『スクービーナチュラル』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #18
『予期せぬ再会』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #20
『ガブリエルの覚悟』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #22
『異次元からの脱出』

16:30 30[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #3
17:00 『不死鳥』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』

17:00

17:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

17:30 30[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #4
18:00 『消えた海軍ヘリ』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』

18:00

19:00 00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
05[5.1]★[HD][字]
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #11 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #13
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #17 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #19
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #15
『聖戦』
『布石』
『赤隊2』
19:30 『盗難』
19:30 30[HD]
『歴史』
インフォメーション

00[5.1]★[HD][字]
WALKER／ウォーカー #4
『親子の秘密』

19:00

20:00 00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
20:00
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #12 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #14 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #16 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #18 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #20
『特訓』
『恩人』
『赤隊』
『浄化』
20:30 『疑念』
20:30

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #21
『再燃』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

20:00

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #22
21:30 『火中の真実』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

21:00

22:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #23
22:30 『くすぶる炎』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

22:00

18:00 00[二][CC][HD]
00[5.1][HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #12
#20
『再発』
18:30 『通じ合う心』

45[HD]インフォメーション

00[5.1][終][HD][字]
00[5.1][HD][字]
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実 ブラックリスト シーズン9 #7
の物語～ シーズン2 #10
『眠りと目覚めの間』
『結婚式』

00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #11
『長かりし旅路』

14:30 30[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #1
15:00 『決死の反撃』

18:30 30[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #5
19:00 『和解の時』

21:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5 #1
21:30 『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』

22:00 00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！２２】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
22:30 の物語～ シーズン2 #10
『結婚式』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
ブラックリスト シーズン9 #7
『眠りと目覚めの間』

00[二]★[HD]
00[二]★[CC][HD]
00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！２２】
【スパドラ！２２】
【スパドラ！２２】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #11 LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #13
『長かりし旅路』
#21
『向き合うこと』
『真実の影響』

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！

00[二][CC][HD]
05[二][CC][HD]
トランスプラント 戦場から来た救命医 #12
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13
『再発』
#20
23:30 『通じ合う心』

00[二]★[HD]
WALKER／ウォーカー #4
『親子の秘密』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン9 #7
『眠りと目覚めの間』

00[二][HD]
23:00 00[5.1]★[終][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #11
【スパドラ！イッキ見】
『長かりし旅路』
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #24
23:30 『誓い』

24:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
THE GREAT ～エカチェリーナの時々真実
24:30 の物語～ シーズン2 #10
『結婚式』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
ブラックリスト シーズン9 #7
『眠りと目覚めの間』

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[終][HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
【スパドラ！字幕２４】
【スパドラ！字幕２４】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #11 LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #13
『長かりし旅路』
#21
『向き合うこと』
『真実の影響』

25:00

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン4 #4
『数秘術の暗号』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン4 #7
『アバターの正体』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン4 #10
『密室のエレベーター』

26:00 00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
26:30 シーズン4 #2
『ハリウッド的殺人事件』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン4 #5
『ロビン・フッドの誘導』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン4 #8
『愛情の値段』

27:00 00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
27:30 シーズン4 #3
『スピードの代償』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン4 #6
『守りきれなかった命』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン4 #9
『伝説の非売品』

28:00 00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA 水着で恋するフィジー
28:30 編 #20
『ファイナリスト決定！』

00[二]★[HD]
00[二]★[終][HD]
【帯】
【帯】
ラブアイランドUSA 水着で恋するフィジー ラブアイランドUSA 水着で恋するフィジー
編 #21
編 #22
『最後のデート』
『10万ドルは誰の手に？』

29:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
ブラックリスト シーズン9 #5
29:30 『ベンジャミン・T・オカーラ』

00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
ブラックリスト シーズン9 #6
『ドクター・ロバータ・サンド』

23:00

05★[HD][字][新]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
25:30 シーズン4 #1
『コルビーの疑惑』

00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
ブラックリスト シーズン9 #7
『眠りと目覚めの間』

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

30[HD]
インフォメーション

06:30

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』

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

※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

20:30

21:30

22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！
00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

23:00

24:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #1
24:30 『決死の反撃』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

24:00

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン4 #13
『ドンの直感』

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #2
25:30 『深い爪痕』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

25:00

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン4 #11
『危険な報道』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン4 #14
『死のチェックメイト』

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #3
26:30 『不死鳥』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

26:00

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン4 #12
『心の殺人』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン4 #15
『もう１つの戦争』

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #4
27:30 『消えた海軍ヘリ』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

27:00

00[二]★[HD][新]
【帯】
ラブアイランドUSA 水着で恋するラスベガ
ス編 #1
『ラスベガスでラブアイランド!?』

00[二]★[HD]
28:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
【スパドラ！イッキ見】
ラブアイランドUSA 水着で恋するラスベガ
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #5
ス編 #2
28:30 『和解の時』
『ニューフェイスで大騒ぎ』

00★[終][HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

28:00

00★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『マシュー・ブロデリック』

00[HD]
インフォメーション

29:00

※7/12（火）27:55～28:00はスカパー! のみメンテナンス休止
[二]:二カ国語
[多]:音声多重
[吹]:吹き替え
[新]:新番組
[終]:終了番組

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

10:30

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

29:00 00★[HD][字]
発見！ファミリー・ルーツ
『ブルック・シールズ』
29:30

23:30

24:30

25:30

26:30

27:30

28:30

29:30

スーパー！ドラマＴＶ 番組表 2022年7月

スーパー！ドラマＴＶ 2022.07.18-2022.07.24

2022.07.18
月
06:00 00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #9
06:30 『地球最後の時』

2022.07.19
火
00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #10
『ＵＦＯ攻撃中止命令』

2022.07.20
水
00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #11
『惑星Ｘクローズアップ作戦』

2022.07.21
木

2022.07.22
金

2022.07.23
土

2022.07.24
日

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #12
『人間爆弾』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #13
『わが友、宇宙人』

06:00 00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #14
06:30 『謎の発狂石』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #15
『ＵＦＯ月面爆破作戦』

06:00

07:00 00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD][新]
【帯】
【帯】
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #21 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #23 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン5 #1
『宝飾』
『不屈』
07:30 『再臨』

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

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

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

08:00 00[二]★[HD]
00[二]★[終][HD]
00[二]★[HD]
【帯】
【帯】
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #22 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #24 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン5 #2
『復讐』
『決着』
08:30 『同類』

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

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

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:30 30[二][HD]
30[5.1][HD][字]
30[二][終][CC][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #11 LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #13
『長かりし旅路』
#21
『向き合うこと』
『真実の影響』
10:00

30[二][CC][HD][新]
NCIS: ハワイ #1
『海軍極秘プロジェクト』

30[二][HD]
ブラックリスト シーズン9 #8
『ラズミック・マイヤー博士』

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

11:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
11:30 シーズン4 #16
『危険なカルト集団』

00[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #1
『奪われたダイヤ』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #4
『天才詐欺師』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #7
『孤高のサーファー』

12:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
12:30 シーズン4 #17
『約束された名声』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #2
『おとり作戦』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #5
『破れたバーコード』

13:00 00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
13:30 シーズン4 #18
『決断の時』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #3
『カフェ殺人』

14:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5 #6
14:30 『臓器の行方』

06:30

07:30 30[多]★[CC][HD][解]
30[二/一部字]★[CC][HD]
【2話連続放送】
キャプテンスカーレット HD完全版 #15
宇宙大作戦／スタートレック シーズン1 HD 『エンゼル機対ミステロン』
08:00 版 #23
『コンピューター戦争』
15[HD]インフォメーション

07:30

08:30 30[多]★[CC][HD][解]
30[二][HD]
【2話連続放送】
WALKER／ウォーカー #5
宇宙大作戦／スタートレック シーズン1 HD 『デューク』
09:00 版 #24
『死の楽園』

08:30

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 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #6
10:30 『フラッシュバック（前編）』

00[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！イッキ見】
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』

10:00

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #10
『ライバルの対立』

11:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #7
11:30 『フラッシュバック（後編）』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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）』

11:00

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #8
『36時間のタイムリミット』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #11
『脱獄犯』

12:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #8
12:30 『さらわれた少女』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』

12:00

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #6
『マジックショー』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #9
『陰謀』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #12
『身代金』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #9
13:30 『魔の三つ巴』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
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』

13:00

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5 #7
『時限爆弾』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(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]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5 #9
『二重生活』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5 #10
『時間切れ』

14:00 00[二]★[CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #10 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #5
14:30 『新100ドル札』
『天使を追いかけて』

14:00

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

15:30 30[二]★[終][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン13 #23
16:00 『究極の選択』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン14 #2
『ゴッド・アンド・モンスター』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン14 #4
『ハロウィンの復讐』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン14 #6
『ホラーな初恋』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン14 #8
『ジャックの魂』

15:00 00[二]★[CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #11 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #6
15:30 『償いの第一歩』
『嫌な知らせ』

16:00

16:30 30[二]★[HD][新]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン14 #1
17:00 『ミカエルの計画』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン14 #3
『憑依の傷跡』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン14 #5
『悪夢を操る者』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン14 #7
『半分天使の命』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン14 #9
『ミカエルの弱点』

16:00 00[二]★[CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #12 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #7
16:30 『喪失』
『二度殺された男』

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

17:00 00[二]★[CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #13 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #8
17:30 『幸せの種』
『ソーセージができるまで』

00[5.1][HD][字][新]
NCIS: ハワイ #1
『海軍極秘プロジェクト』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン9 #8
『ラズミック・マイヤー博士』

00[5.1][HD][字]
18:00 00[二]★[CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #12
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
『姉弟都市 前編』
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #14 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #9
18:30 『沈黙のハッカー』
『縄張りのならわし』

18:00

00[HD]
インフォメーション

18:00 00[二][CC][HD]
00[5.1][終][HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #13
#21
『向き合うこと』
18:30 『真実の影響』

00[HD]
インフォメーション

08:00

09:00

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:00 00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
【帯】
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #21 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #23 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン5 #1
『宝飾』
『不屈』
19:30 『再臨』

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

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

19:00 00[二]★[CC][HD]
00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
WALKER／ウォーカー #5
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #15 『デューク』
19:30 『生と死』

19:00

20:00 00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[終][HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【帯】
【帯】
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #22 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン4 #24 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン5 #2
『復讐』
『決着』
20:30 『同類』

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

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

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #6
20:30 『フラッシュバック（前編）』

00[5.1]★[HD][字][新]
【スパドラ！イッキ見】
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』

20:00

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5 #6
21:30 『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』

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

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #7
21:30 『フラッシュバック（後編）』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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）』

21:00

22:00 00[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！２２】
NCIS: ハワイ #1
22:30 『海軍極秘プロジェクト』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
ブラックリスト シーズン9 #8
『ラズミック・マイヤー博士』

00[二]★[HD]
00[二]★[CC][HD]
00[二][HD]
【スパドラ！２２】
【スパドラ！２２】
【スパドラ！２２】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #12 LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 WALKER／ウォーカー #5
『姉弟都市 前編』
#22
『デューク』
『理想の女性像』

22:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #8
22:30 『さらわれた少女』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

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！

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

23:00 00[二][CC][HD]
00[二][終][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 トランスプラント 戦場から来た救命医 #13
#21
『向き合うこと』
23:30 『真実の影響』

00[二]★[HD]
WALKER／ウォーカー #5
『デューク』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン9 #8
『ラズミック・マイヤー博士』

00[二][HD]
23:00 00[5.1]★[HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #12
【スパドラ！イッキ見】
『姉弟都市 前編』
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #9
23:30 『魔の三つ巴』

24:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS: ハワイ #1
24:30 『海軍極秘プロジェクト』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
ブラックリスト シーズン9 #8
『ラズミック・マイヤー博士』

25:00 00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
25:30 シーズン4 #16
『危険なカルト集団』

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

19:30

20:30

21:30

22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！
00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
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』

23:00

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1][HD][字][新]
【スパドラ！字幕２４】
【スパドラ！字幕２４】
【スパドラ！字幕２４】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #12 LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 NCIS: ハワイ #1
『姉弟都市 前編』
#22
『海軍極秘プロジェクト』
『理想の女性像』

24:00 00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #10 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #5
24:30 『新100ドル札』
『天使を追いかけて』

24:00

00★[HD][字][新]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #1
『奪われたダイヤ』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #4
『天才詐欺師』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #7
『孤高のサーファー』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #10
『ライバルの対立』

25:00 00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #11 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #6
25:30 『償いの第一歩』
『嫌な知らせ』

25:00

26:00 00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
26:30 シーズン4 #17
『約束された名声』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #2
『おとり作戦』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #5
『破れたバーコード』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #8
『36時間のタイムリミット』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #11
『脱獄犯』

26:00 00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #12 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #7
26:30 『喪失』
『二度殺された男』

26:00

27:00 00★[終][HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
27:30 シーズン4 #18
『決断の時』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #3
『カフェ殺人』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #6
『マジックショー』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #9
『陰謀』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #12
『身代金』

27:00 00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #13 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #8
27:30 『幸せの種』
『ソーセージができるまで』

27:00

28:00 00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
【帯】
【帯】
ラブアイランドUSA 水着で恋するラスベガ ラブアイランドUSA 水着で恋するラスベガ
ス編 #4
28:30 ス編 #3
『トレの迷い』
『リカップリングで大混乱』

00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
28:00 00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【帯】
【帯】
【帯】
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
ラブアイランドUSA 水着で恋するラスベガ ラブアイランドUSA 水着で恋するラスベガ ラブアイランドUSA 水着で恋するラスベガ
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #14 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
ス編 #5
ス編 #6
ス編 #7
シーズン5 #9
28:30 『沈黙のハッカー』
『心変わり』
『それぞれの決断』
『セクシー美女争奪戦』
『縄張りのならわし』

28:00

29:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
WALKER／ウォーカー #1
29:30 『再出発』

00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
WALKER／ウォーカー #2
『復帰への道のり』

00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
WALKER／ウォーカー #3
『首振り人形』

29:00

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

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

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

※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。

00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
WALKER／ウォーカー #4
『親子の秘密』

00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
WALKER／ウォーカー #5
『デューク』

29:00 00[5.1]★[HD][字]
00[HD]
【スパドラ！イッキ見】
インフォメーション
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #15
29:30 『生と死』

23:30

24:30

25:30

26:30

27:30

28:30

29:30

スーパー！ドラマＴＶ 番組表 2022年7月

スーパー！ドラマＴＶ 2022.07.25-2022.07.31

2022.07.25
月

2022.07.26
火

06:00 00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #16
06:30 『人間ロボット殺人計画』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #17
『ムーンベース応答なし！』

07:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン5 #7
07:30 『特急』

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

08:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン5 #8
08:30 『冷戦』

09:00 00[HD]
インフォメーション

2022.07.27
水
00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #18
『ＵＦＯ時間凍結作戦』

2022.07.28
木
00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #19
『宇宙人 フォスター大佐』

2022.07.29
金
00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #20
『フォスター大佐死刑』

2022.07.30
土
06:00 00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #21
06:30 『宇宙人捕虜第2号』

00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
07:00 00[HD]
【帯】
【帯】
【帯】
インフォメーション
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン5 #11 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン5 #13 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン5 #15
『潜伏』
『送金』
『首狩』
07:30 30[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1 HD
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
08:00 版 #25
『地底怪獣ホルタ』
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン5 #10 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン5 #12 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン5 #14 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン5 #16
『凍湖』
『聖夜』
『疑惑』
『毒刺』
08:30 30[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1 HD
00[HD]
00[HD]
00[HD]
00[HD]
09:00 版 #26
『クリンゴン帝国の侵略』
インフォメーション
インフォメーション
インフォメーション
インフォメーション

09:30 30[二][HD]
30[5.1][HD][字]
30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #12 LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 WALKER／ウォーカー #5
『姉弟都市 前編』
#22
『デューク』
『理想の女性像』
10:00

30[二][CC][HD]
NCIS: ハワイ #2
『爆弾』

30[二][HD]
ブラックリスト シーズン9 #9
『ブークマン･バティスト』

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

11:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
11:30 シーズン5 #13
『消えた捜査官』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #16
『潜入捜査』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #19
『動物実験』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #22
『伝説の強盗』

12:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
12:30 シーズン5 #14
『盗まれた1足』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #17
『殺人コンピューター』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #20
『最大の危機』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
13:30 シーズン5 #15
『無罪判決』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #18
『12時01分』

14:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5 #11
14:30 『影の支配者』

09:30 30[HD]
インフォメーション

2022.07.31
日
00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #22
『シャドーはこうして生まれた！』

06:00

00[HD]
インフォメーション

07:00

30[二/一部字]★[CC][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #16
『消えたロケット』

07:30

06:30

08:00
15[HD]インフォメーション
30[二][HD]
WALKER／ウォーカー #6
『最高の日』

08:30

09:00

30[HD]
インフォメーション

09:30

10:00 00[二]★[CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #16 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #10
10:30 『検視官たちの闘い』
『死の処方箋』

10:00

00[5.1]★[HD][字][新]
【スパドラ！ひるのミステリー】
ミセス・ウィルソン #1
『夫の死』

11:00 00[二]★[CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #17 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #11
11:30 『バラの切り裂き魔』
『かごの鳥』

11:00

00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #23
『緊迫の救出劇』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー】
ミセス・ウィルソン #2
『夫の秘密』

12:00 00[二]★[CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #18 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #12
12:30 『前進』
『ピエロが眠る森』

12:00

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #21
『未解決連続殺人』

00[二][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー】
WALKER／ウォーカー #6
『最高の日』

00[5.1]★[終][HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー】
ミセス・ウィルソン #3
『夫の真実』

13:00 00[二]★[CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #19 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #13
13:30 『嵐の海』
『秒読みの銃弾』

13:00

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5 #12
『デスパレートな海軍の妻たち』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5 #13
『ウイルスＸ』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5 #14
『ゆがんだ正義』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5 #15
『経済の刺客』

14:00 00[二]★[CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #20 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #14
14:30 『亡霊を追って』
『ゲームオーバー』

14:00

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

15:30 30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン14 #10
16:00 『ディーンの奪還』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン14 #12
『預言者の復活』

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

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

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

15:00 00[二]★[CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #21 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #15
15:30 『モサドの騒乱』
『狙われた名探偵』

16:00

16:30 30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン14 #11
17:00 『壊れた器』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン14 #13
『レバノン』

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

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

30[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』

16:00 00[二]★[CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #22 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #16
16:30 『敵討ち』
『献身的な殺人』

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

17:00 00[二]★[CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #23 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #17
17:30 『監視者』
『レディ・フランシスの叫び』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン9 #9
『ブークマン･バティスト』

00[5.1][HD][字]
18:00 00[二]★[終][CC][HD]
00[二]★[CC][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #13
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
『デジャヴ』
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #24 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #18
18:30 『ギブスの選択』
『パイレーツ・オブ・ニューヨーク』

18:00

18:00 00[二][CC][HD]
00[5.1][HD][字]
00[5.1][HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 NCIS: ハワイ #2
#22
#22
『爆弾』
『理想の女性像』
18:30 『理想の女性像』

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン5 #8
20:30 『冷戦』

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
20:00
【帯】
【帯】
【帯】
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン5 #10 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン5 #12 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン5 #14 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン5 #16
『凍湖』
『聖夜』
『疑惑』
『毒刺』
20:30

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5 #11
21:30 『影の支配者』

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

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5 #13
『ウイルスＸ』

22:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
NCIS: ハワイ #2
22:30 『爆弾』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
ブラックリスト シーズン9 #9
『ブークマン･バティスト』

00[二]★[HD]
00[二]★[終][CC][HD]
00[二][HD]
【スパドラ！２２】
【スパドラ！２２】
【スパドラ！２２】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #13 LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 WALKER／ウォーカー #6
『デジャヴ』
#23
『最高の日』
『深い闇』

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！

23:00 00[二][CC][HD]
00[5.1][HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 WALKER／ウォーカー #5
#22
『デューク』
23:30 『理想の女性像』

00[二]★[HD]
WALKER／ウォーカー #6
『最高の日』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン9 #9
『ブークマン･バティスト』

00[二][HD]
23:00 00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #13
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
『デジャヴ』
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #19 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #13
23:30 『嵐の海』
『秒読みの銃弾』

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS: ハワイ #2
24:30 『爆弾』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
ブラックリスト シーズン9 #9
『ブークマン･バティスト』

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[終][HD][字]
00[5.1][HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
【スパドラ！字幕２４】
【スパドラ！字幕２４】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #13 LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13 NCIS: ハワイ #2
『デジャヴ』
#23
『爆弾』
『深い闇』

24:00 00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #20 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #14
24:30 『亡霊を追って』
『ゲームオーバー』

24:00

25:00 00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
25:30 シーズン5 #13
『消えた捜査官』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #16
『潜入捜査』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #19
『動物実験』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #22
『伝説の強盗』

00[5.1][HD][字][新]
【スパドラ！よるのミステリー】
ミセス・ウィルソン #1
『夫の死』

25:00 00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #21 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #15
25:30 『モサドの騒乱』
『狙われた名探偵』

25:00

26:00 00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
26:30 シーズン5 #14
『盗まれた1足』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #17
『殺人コンピューター』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #20
『最大の危機』

00★[終][HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #23
『緊迫の救出劇』

00[5.1][HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー】
ミセス・ウィルソン #2
『夫の秘密』

26:00 00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #22 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #16
26:30 『敵討ち』
『献身的な殺人』

26:00

27:00 00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
27:30 シーズン5 #15
『無罪判決』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #18
『12時01分』

00★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
シーズン5 #21
『未解決連続殺人』

00[二][CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー】
NCIS: ハワイ #2
『爆弾』

00[5.1][終][HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー】
ミセス・ウィルソン #3
『夫の真実』

27:00 00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #23 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #17
27:30 『監視者』
『レディ・フランシスの叫び』

27:00

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

00[5.1]★[HD][字]
WALKER／ウォーカー #6
『最高の日』

12:30

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

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

00[二]★[HD][新]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #1
『迫りくる魔の手』

11:30

19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン5 #7
19:30 『特急』

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
19:00
【帯】
【帯】
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン5 #11 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン5 #13 NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン5 #15
『潜伏』
『送金』
『首狩』
19:30

10:30

19:00

19:30

00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #16 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
『検視官たちの闘い』
シーズン5 #10
『死の処方箋』

20:00

21:00 00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #17 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #11
21:30 『バラの切り裂き魔』
『かごの鳥』

21:00

22:00 00[5.1]★[HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #18 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
シーズン5 #12
22:30 『前進』
『ピエロが眠る森』

22:00

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！

20:30

21:30

22:30

55[HD]スーパー！ドラマＴＶナビ！
23:00

23:30

24:30

25:30

26:30

27:30

28:00 00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
【帯】
【帯】
ラブアイランドUSA 水着で恋するラスベガ ラブアイランドUSA 水着で恋するラスベガ
ス編 #9
28:30 ス編 #8
『デートの波紋』
『ニューカップルの新たな展開』

00[二]★[HD]
00[二]★[HD]
【帯】
【帯】
ラブアイランドUSA 水着で恋するラスベガ ラブアイランドUSA 水着で恋するラスベガ
ス編 #10
ス編 #11
『方向性の違い』
『さよならとウエディング』

00[二]★[HD]
28:00 00[5.1]★[終][HD][字]
00[5.1]★[HD][字]
【帯】
【スパドラ！イッキ見】
【スパドラ！イッキ見】
ラブアイランドUSA 水着で恋するラスベガ
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 #24 エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY
ス編 #12
シーズン5 #18
28:30 『ギブスの選択』
『魅惑のカーサ・アモール』
『パイレーツ・オブ・ニューヨーク』

28:00

29:00

00★[HD][字][新]
【帯】
ヘンリー8世と6人の妻たち #1
『イングランドの王妃』

00★[HD][字]
【帯】
ヘンリー8世と6人の妻たち #2
『王妃の落日』

00[二][HD]
WALKER／ウォーカー #6
『最高の日』

29:00

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

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

29:30

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

※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。

00★[終][HD][字]
【帯】
ヘンリー8世と6人の妻たち #3
『王妃の真実』

29:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #1
29:30 『迫りくる魔の手』

00[HD]
インフォメーション

28:30

29:30

