
スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2022年8月

スーパー！ドラマＴＶ 2022.08.01-2022.08.07
2022.08.01 2022.08.02 2022.08.03 2022.08.04 2022.08.05 2022.08.06 2022.08.07

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、オプテージ、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[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #3
『出た！海底人』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #5
『海底の宝物』

06:00

06:30 30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #2
『毒ガスの花』

06:30 30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #4
『深海の人質』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #6
『海底戦車現わる』

06:30

06:00 00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #23
『湖底にひそむＵＦＯ』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #24
『ＵＦＯ大編隊接近中』

00[二/一部字]★[HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #25
『ムーンベース衝突コース』

00[二/一部字]★[終][HD]
【帯】
謎の円盤UFO HD完全版 #26
『眠れる美女の怪奇』

00[二/一部字]★[新]【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #1
『海底王タイタン』

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[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
版 #27
『二ツの宇宙』

30[二/一部字]★[CC][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #17
『ミステロン基地を爆破せよ！』

07:30

08:00

07:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン
5 #17
『極道』

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

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

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

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

08:00

15[HD]インフォメーション

08:30 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
版 #28
『危険な過去への旅』

30[二][HD]
WALKER／ウォーカー #7
『足跡』

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

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

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

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

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

08:00

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00 09:00

09:30

10:00 10:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #2
『過去 現在 未来』

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5 #19
『２人の灰』

10:00

10:30 10:30

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
ファイナル・シーズン #1
『予告された暗殺』

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
ファイナル・シーズン #4
『殺人のシナリオ』

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
ファイナル・シーズン #7
『ハッカー vs ハッカー』

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
ファイナル・シーズン #10
『ベトナムの傷跡』

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
ファイナル・シーズン #13
『歪んだ復讐』

11:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #3
『パイロット志願兵』

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

09:30 30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン
13 #13
『デジャヴ』

30[5.1][終][HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シー
ズン13 #23
『深い闇』

30[二][HD]
WALKER／ウォーカー #6
『最高の日』

30[二][CC][HD]
NCIS: ハワイ #3
『希望のバトン』

30[二][HD]
ブラックリスト シーズン9 #10
『アーケイン・ワイヤレス』

09:30 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！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル
ファイナル・シーズン #14
『セレブの本性』

12:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #4
『古き友の遺志』

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 #21
『浮遊する怒り』

12:00

12:30 12:30 12:30

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 #20
『種のないトリック』

11:00

11:30 11:30 11:30

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
ファイナル・シーズン #2
『特殊チームの闇』

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
ファイナル・シーズン #5
『つくられた少女』

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
ファイナル・シーズン #8
『エジャートン逮捕』

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
ファイナル・シーズン #11
『ミリオネアの確率』

14:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #6
『ボーリンの信念』

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 #23
『宣戦布告』

14:00

14:30 14:30 14:30

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 #16
『生存者』

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 #17
『ある町の秘密』

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 #18
『見えないスパイ』

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 #19
『分裂一家』

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 #20
『高額当選の秘密』

13:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #5
『苦い記憶』

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 #22
『もっとも危険なゲーム』

13:00

13:30 13:30 13:30

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
ファイナル・シーズン #3
『ロシアンルーレット』

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
ファイナル・シーズン #6
『テクノロジーの暴走』

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
ファイナル・シーズン #9
『最強の詐欺師』

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
ファイナル・シーズン #12
『死の商人』

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
ファイナル・シーズン #15
『闇にうごめく過去』

30[二]★[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6 #1
『過ぎ去った退屈』

16:30

15:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #7
『固い友情』

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5 #24
『戦いの果て』

15:00

15:30 30[二]★[終][HD]
【帯】
スーパーナチュラル シーズン14 #20
『神の御心』

30[二]★[HD]
【帯】
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[二]★[HD]
【帯】
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[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#6
『ロウィーナが残したもの』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#8
『神の不在』

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

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #8
『アリバイを崩せ』

00[HD]
インフォメーション

16:00

16:30

00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #10
『魔の三重奏』

18:00

18:30 18:30 30[二]★[HD]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋
愛法則 セレクション ファイナル・シーズン #9『参考文献
を確認する時の法則』

18:30

17:30 30[二]★[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6 #2
『ミッドタウンの稲妻』

17:30

18:00 00[二][終][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13
#23
『深い闇』

00[5.1][HD][字]
WALKER／ウォーカー #6
『最高の日』

00[5.1][HD][字]
NCIS: ハワイ #3
『希望のバトン』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン9 #10
『アーケイン・ワイヤレス』

00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #14
『閉じ込められた潜水士』

18:00

30[二]★[HD][新]
【帯】
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』

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

17:00 17:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #9
『分析官ビショップ』

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

30[二]★[HD]
【帯】
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[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#7
『友は彼方へ』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#9
『砕かれた希望』

16:30

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11 #2
『過去 現在 未来』

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 #19
『２人の灰』

20:00

20:30 20:30 20:30

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン5 #18
『零日』

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

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン5 #22
『誘拐』

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

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #2
『聴聞』

19:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #11
『クリスマスの訪問者』

00[5.1]★[HD][字]
WALKER／ウォーカー #7
『足跡』

19:00

19:30 19:30 19:30

19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン5 #17
『極道』

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

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

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

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

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11 #4
『古き友の遺志』

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 #21
『浮遊する怒り』

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！

22:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
NCIS: ハワイ #3
『希望のバトン』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
ブラックリスト シーズン9 #10
『アーケイン・ワイヤレス』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #14
『閉じ込められた潜水士』

00[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！２２】
CSI: ベガス #1
『姿なき敵』

00[二][HD]
【スパドラ！２２】
WALKER／ウォーカー #7
『足跡』

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11 #3
『パイロット志願兵』

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 #20
『種のないトリック』

21:00

21:30 21:30 21:30

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5 #16
『生存者』

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

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

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

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

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11 #5
『苦い記憶』

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 #22
『もっとも危険なゲーム』

23:00

23:30 23:30 23:30

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！

23:00 00[二][終][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン13
#23
『深い闇』

00[5.1][HD][字]
WALKER／ウォーカー #6
『最高の日』

00[二]★[HD]
WALKER／ウォーカー #7
『足跡』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン9 #10
『アーケイン・ワイヤレス』

00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #14
『閉じ込められた潜水士』

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11 #7
『固い友情』

00[5.1]★[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5 #24
『戦いの果て』

25:00

25:30 25:30 25:30

25:00 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
ファイナル・シーズン #1
『予告された暗殺』

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
ファイナル・シーズン #4
『殺人のシナリオ』

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
ファイナル・シーズン #7
『ハッカー vs ハッカー』

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
ファイナル・シーズン #10
『ベトナムの傷跡』

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
ファイナル・シーズン #13
『歪んだ復讐』

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11 #6
『ボーリンの信念』

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 #23
『宣戦布告』

24:00

24:30 24:30 24:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS: ハワイ #3
『希望のバトン』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
ブラックリスト シーズン9 #10
『アーケイン･ワイヤレス』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #14
『閉じ込められた潜水士』

00[5.1]★[HD][字][新]
【スパドラ！字幕２４】
CSI: ベガス #1
『姿なき敵』

00[5.1][HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS: ハワイ #3
『希望のバトン』

27:00

27:30 27:30 30[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6 #2
『ミッドタウンの稲妻』

27:30

28:00 00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するラスベガ
ス編 #13
『２つのヴィラで大暴走』

00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するラスベガ
ス編 #14
『唇の誘惑』

00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するラスベガ
ス編 #15
『揺らぐ思い』

00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するラスベガ
ス編 #16
『ニューフェイスか元サヤか』

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
ファイナル・シーズン #6
『テクノロジーの暴走』

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
ファイナル・シーズン #9
『最強の詐欺師』

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
ファイナル・シーズン #12
『死の商人』

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
ファイナル・シーズン #15
『闇にうごめく過去』

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11 #9
『分析官ビショップ』

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11 #8
『アリバイを崩せ』

00[HD]
インフォメーション

26:00

26:30 26:30 30[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6 #1
『過ぎ去った退屈』

26:30

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
ファイナル・シーズン #3
『ロシアンルーレット』

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
ファイナル・シーズン #2
『特殊チームの闇』

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
ファイナル・シーズン #5
『つくられた少女』

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
ファイナル・シーズン #8
『エジャートン逮捕』

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
ファイナル・シーズン #11
『ミリオネアの確率』

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
ファイナル・シーズン #14
『セレブの本性』

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11 #11
『クリスマスの訪問者』

00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30 29:30 29:30

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 #11
『長かりし旅路』

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 #12
『姉弟都市 前編』

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 #13
『デジャヴ』

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 #14
『閉じ込められた潜水士』

29:00

00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するラスベガ
ス編 #17
『不穏な空気』

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11 #10
『魔の三重奏』

28:00

28:30 28:30 30[二]★[HD]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋
愛法則 セレクション ファイナル・シーズン #10『ビデオと
手品とひらめきの法則』

28:30



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2022年8月

スーパー！ドラマＴＶ 2022.08.08-2022.08.14
2022.08.08 2022.08.09 2022.08.10 2022.08.11 2022.08.12 2022.08.13 2022.08.14

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、オプテージ、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。

07:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #3
『監査』

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

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

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

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #11
『素性』

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[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #8
『ゆうれい船』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #10
『不思議な海底人』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #12
『海底の砂漠』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #14
『さあこい　ドラゴン大王』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #16
『半魚人大襲撃』

06:30 30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #18
『沈没船の怪人』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #20
『基地にスパイが！』

06:30

06:00 00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #7
『頭突きのカジキ』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #9
『あっ！ 時限爆弾』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #11
『危うし！マリンビル基地』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #13
『ネス湖の怪獣』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #15
『お化け真珠貝』

06:00 00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #17
『X20の百面相作戦』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #19
『恐怖の魚雷』

00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #12
『殺しの連鎖』

00[二]★[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6 #3
『世にも奇妙な戦死』

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

07:00

07:30 07:30 30[多]★[終][CC][HD][解]
宇宙大作戦／スタートレック シーズン1 HD
版 #29
『デネバ星の怪奇生物』

30[二/一部字]★[CC][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #18
『ミニ衛星をとばせ！』

07:30

08:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #4
『再燃』

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

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

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #10
『規律』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #12
『立篭』

08:00 08:00

15[HD]インフォメーション

08:30 08:30 30[二][CC][HD]
NCIS: ハワイ #4
『パニオロ』

30[二][HD]
WALKER／ウォーカー #8
『白い嘘』

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

30[HD]
インフォメーション

10:30 10:30

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
ファイナル・シーズン #16
『それぞれの旅立ち』

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
#6
『女子大生の悲劇』

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
#12
『ロシアの愛の詩』

11:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #13
『報復の犠牲』

00[二]★[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6 #4
『血まみれの診療所』

11:00

11:30 11:30 11:30

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00 09:00

09:30 30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #14
『閉じ込められた潜水士』

30[二][CC][HD][新]
CSI: ベガス #1
『姿なき敵』

30[二][HD]
WALKER／ウォーカー #7
『足跡』

30[二][CC][HD]
NCIS: ハワイ #4
『パニオロ』

30[二][HD]
ブラックリスト シーズン9 #11
『コングロマリット』

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]★[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6 #7
『殺しのオーナメント』

12:00

12:30 12:30 12:30

13:00 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
#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
#5
『旅への憧れ』

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
#11
『汚れた血』

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』

13:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #15
『偽りの防弾』

00[二]★[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6 #6
『この指とまれ』

13:00

13:30 13:30 13:30

12:00 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
#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
#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
#10
『悪夢に終止符を』

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』

12:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #14
『勝負の分かれ目』

00[二]★[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6 #5
『頭だけの死体』

14:00

14:30 14:30 14:30

14:00

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #17
『男の覚悟』

00[二]★[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6 #8
『砂の女』

15:00

15:30 30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#10
『ヒーローたちの旅路』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#12
『異次元の末路』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#14
『束の間の休息』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#16
『若き日の失態』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#18
『消える仲間』

15:30 15:30

16:00 16:00

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 #21
『華麗なる詐欺師』

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 #22
『カオス理論』

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 #23
『国境を越えて(前編)』

00[二]★[終][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 #24
『国境を越えて(後編)』

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6 #1
『決断の時』

14:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #16
『将校に化けた男』

00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #18
『ニューオーリンズ支局 (前編)』

00[二]★[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6 #9
『命の期限』

16:00

16:30 30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#11
『幸運の女神』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#13
『運命の子』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#15
『ギミー・シェルター』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#17
『団結』

30[二]★[HD]
【帯】
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#19
『世界のゆくえ』

16:30 16:30

17:00 17:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #19
『ニューオーリンズ支局 (後編)』

00[二]★[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6 #10
『知りすぎていた女』

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

18:00

18:30 18:30 18:30

19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #3
『監査』

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

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #7
『飛行』

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

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #11
『素性』

19:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #21
『正義の行方』

00[5.1]★[HD][字]
WALKER／ウォーカー #8
『白い嘘』

19:00

19:30 19:30 19:30

18:00 00[5.1][HD][字][新]
CSI: ベガス #1
『姿なき敵』

00[5.1][HD][字]
WALKER／ウォーカー #7
『足跡』

00[5.1][HD][字]
NCIS: ハワイ #4
『パニオロ』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン9 #11
『コングロマリット』

00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #15
『REACT』

18:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #20
『ネットの闇世界』

00[二]★[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6 #11
『煙の彼方』

20:00

20:30 20:30 20:30

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

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

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン5 #23
『国境を越えて(前編)』

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

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

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11 #13
『報復の犠牲』

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6 #4
『血まみれの診療所』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #4
『再燃』

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

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

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #10
『規律』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #12
『立篭』

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11 #12
『殺しの連鎖』

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6 #3
『世にも奇妙な戦死』

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】
NCIS: ハワイ #4
『パニオロ』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
ブラックリスト シーズン9 #11
『コングロマリット』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #15
『REACT』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
CSI: ベガス #2
『快楽の罠』

00[二][HD]
【スパドラ！２２】
WALKER／ウォーカー #8
『白い嘘』

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11 #14
『勝負の分かれ目』

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6 #5
『頭だけの死体』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS: ハワイ #4
『パニオロ』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
ブラックリスト シーズン9 #11
『コングロマリット』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #15
『REACT』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
CSI: ベガス #2
『快楽の罠』

00[5.1][HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS: ハワイ #4
『パニオロ』

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11 #16
『将校に化けた男』

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6 #7
『殺しのオーナメント』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][CC][HD][新]
CSI: ベガス #1
『姿なき敵』

00[5.1][HD][字]
WALKER／ウォーカー #7
『足跡』

00[二]★[HD]
WALKER／ウォーカー #8
『白い嘘』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン9 #11
『コングロマリット』

00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #15
『REACT』

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11 #15
『偽りの防弾』

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6 #6
『この指とまれ』

25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00[HD][字][新]
【スパドラ！よるのミステリー(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！よるのミステリー(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！よるのミステリー(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！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#10
『悪夢に終止符を』

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

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11 #18
『ニューオーリンズ支局 (前編)』

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6 #9
『命の期限』

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 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
ファイナル・シーズン #16
『それぞれの旅立ち』

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

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

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11 #17
『男の覚悟』

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6 #8
『砂の女』

00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するラスベガ
ス編 #21
『亀裂の行方』

00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するラスベガ
ス編 #22
『踊れ！ポールダンス』

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11 #20
『ネットの闇世界』

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6 #11
『煙の彼方』

28:00

28:30 28:30 28:30

29:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
NCIS: ハワイ #1
『海軍極秘プロジェクト』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
NCIS: ハワイ #2
『爆弾』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
NCIS: ハワイ #3
『希望のバトン』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
NCIS: ハワイ #4
『パニオロ』

29:00 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11 #21
『正義の行方』

27:00 00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(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！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#5
『旅への憧れ』

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

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

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11 #19
『ニューオーリンズ支局 (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6 #10
『知りすぎていた女』

00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30 29:30 29:30

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するラスベガ
ス編 #18
『悲劇のヒロイン・マッケンジー』

00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するラスベガ
ス編 #19
『追放は誰だ？』

00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するラスベガ
ス編 #20
『隠されていた真実』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2022年8月

スーパー！ドラマＴＶ 2022.08.15-2022.08.21
2022.08.15 2022.08.16 2022.08.17 2022.08.18 2022.08.19 2022.08.20 2022.08.21

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、オプテージ、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[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #21
『巨人国からの脱出』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #23
『スティングレイ対海底魔王』

00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #25
『謎の新兵器』

07:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #13
『大使』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #15
『逃走』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #17
『訓練』

09:30 30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #15
『REACT』

30[二][CC][HD]
CSI: ベガス #2
『快楽の罠』

30[二][HD]
WALKER／ウォーカー #8
『白い嘘』

11:00 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
#15
『疑惑の財閥令嬢』

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
#18
『魅惑のチャット・ルーム』

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
#21
『終わらないピアノの調べ』

12:00 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』

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
#19
『地下鉄の悪魔』

30[二][HD]
WALKER／ウォーカー #9
『ルール17番』

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

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

06:00 00[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #31
『そこに爆薬が！』

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

06:00

06:30 30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #22
『射て！百万メガトン・ミサイル』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #24
『無敵戦艦ケチラス号』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #26
『地獄から来た男』

30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #28
『タジマノン神殿の謎』

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

06:30 30[二/一部字]★【帯】
海底大戦争 スティングレイ 完全版 #32
『サイクロン・ジェット機出動』

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

06:30

45[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
ジョー90 HD完全版 #2
『地底基地を爆破せよ』

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00 09:00

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #19
『軌道』

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

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]★[CC][HD][新]
【2話連続放送】
ジョー90 HD完全版 #1
『小さな特別諜報員誕生』

30[二/一部字]★[CC][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #19
『スペクトラム基地あやうし！』

07:30

08:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #14
『炭疽』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #16
『戦士』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #18
『教戒』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #20
『出所』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #22
『射界』

08:00 08:00

15[HD]
インフォメーション

15[HD]インフォメーション

08:30 08:30

30[二][CC][HD]
NCIS: ハワイ #5
『自衛官殺害事件』

30[二][HD]
ブラックリスト シーズン9 #12
『理事長』

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]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #22
『戦場カメラマン』

00[二]★[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6 #12
『女王様と奴隷たち』

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

10:30 10:30

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2
#4
『渇望の連鎖』

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2
#7
『夫からのレイプ』

13:00 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12 #1
『深い森』

00[二]★[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6 #15
『お粗末な儀式』

00★[終][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
#22
『調教』

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2
#3
『悪夢に終止符を　２』

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2
#6
『幻想との狭間』

12:00 00[二]★[終][HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #24
『父への思い』

00[二]★[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6 #14
『閉ざされた11分署』

12:00

12:30 12:30 12:30

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2
#2
『ねじれた栄誉』

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2
#5
『小さな殺人犯』

11:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #23
『海軍大将の娘』

00[二]★[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6 #13
『優しい殺し屋』

11:00

11:30 11:30 11:30

17:00 17:00

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
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！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6 #17
『食物連鎖の理』

13:00

13:30 13:30 13:30

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6 #2
『ターミネーターの難問』

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6 #3
『古傷のニューヨーク』

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6 #4
『見落とし』

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6 #5
『愛しのスパイ』

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6 #6
『マタイの福音書』

14:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
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！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6 #16
『不気味の谷の目撃者』

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 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
#17
『悪しき道しるべ』

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
#20
『告白の代償』

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2
#1
『抹殺された過去』

00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
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！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6 #19
『解けない数式』

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]★[終][HD]
【帯】
スーパーナチュラル ファイナル・シーズン
#20
『キャリー・オン 前へ進め』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #2
『記憶のいたずら』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #4
『殺害依頼』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #6
『恋に落ちて』

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

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #4
『追われる科学者』

00[二]★[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6 #18
『ホロウィッツの大予言』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD][新]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #1
『刺客の宿命』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #3
『ペネロピ文書』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #5
『自由を求めて』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #7
『魔の三角関係』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #9
『英雄の帰還（後編）』

16:30

18:30 18:30 18:30

19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #13
『大使』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #15
『逃走』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #17
『訓練』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #19
『軌道』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #21
『友人』

19:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #7
『帰還兵の悲願』

00[5.1]★[HD][字]
WALKER／ウォーカー #9
『ルール17番』

19:00

19:30 19:30 19:30

18:00 00[5.1][HD][字]
CSI: ベガス #2
『快楽の罠』

00[5.1][HD][字]
WALKER／ウォーカー #8
『白い嘘』

00[5.1][HD][字]
NCIS: ハワイ #5
『自衛官殺害事件』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン9 #12
『理事長』

00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #16
『悲しい再会』

18:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
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！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6 #20
『死が二人を分かつまで』

20:30 20:30 20:30

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6 #2
『ターミネーターの難問』

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

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

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

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

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11 #23
『海軍大将の娘』

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6 #13
『優しい殺し屋』

21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #14
『炭疽』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #16
『戦士』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #18
『教戒』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #20
『出所』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #22
『射界』

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11 #22
『戦場カメラマン』

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6 #12
『女王様と奴隷たち』

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】
NCIS: ハワイ #5
『自衛官殺害事件』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
ブラックリスト シーズン9 #12
『理事長』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #16
『悲しい再会』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
CSI: ベガス #3
『隠れた素顔』

00[二][HD]
【スパドラ！２２】
WALKER／ウォーカー #9
『ルール17番』

22:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 #24
『父への思い』

00[5.1]★[HD][字]
【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6 #14
『閉ざされた11分署』

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS: ハワイ #5
『自衛官殺害事件』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
ブラックリスト シーズン9 #12
『理事長』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #16
『悲しい再会』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
CSI: ベガス #3
『隠れた素顔』

00[5.1][HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS: ハワイ #5
『自衛官殺害事件』

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12 #2
『途絶えた伝言』

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6 #16
『不気味の谷の目撃者』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][CC][HD]
CSI: ベガス #2
『快楽の罠』

00★[HD][字][新]
レイトx2ショー with ジェームズ・コーデン
『ダニエル・クレイグ、ラミ・マレック
（21/10/7）』

00[二]★[HD]
WALKER／ウォーカー #9
『ルール17番』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン9 #12
『理事長』

00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #16
『悲しい再会』

23:00 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12 #1
『深い森』

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6 #15
『お粗末な儀式』

25:30 25:30 25:30

26:00 00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#16
『第３の男』

00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#19
『地下鉄の悪魔』

00[終][HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#22
『調教』

00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#3
『悪夢に終止符を　２』

00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#6
『幻想との狭間』

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12 #4
『追われる科学者』

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6 #18
『ホロウィッツの大予言』

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)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#15
『疑惑の財閥令嬢』

00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#18
『魅惑のチャット・ルーム』

00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#21
『終わらないピアノの調べ』

00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#2
『ねじれた栄誉』

00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#5
『小さな殺人犯』

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12 #3
『ダッキーの帰郷』

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6 #17
『食物連鎖の理』

27:30 27:30 27:30

28:00 00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するラスベガ
ス編 #23
『デートボーイキャリントン』

00[二]★[HD]
【帯】
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』

00[二]★[HD]
【帯】
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』

00[二]★[HD]
【帯】
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』

00[二]★[HD]
【帯】
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』

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12 #6
『隠れた悪意』

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6 #20
『死が二人を分かつまで』

28:00

28:30 28:30 28:30

27:00 00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#17
『悪しき道しるべ』

00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン1
#20
『告白の代償』

00[HD][字][新]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#1
『抹殺された過去』

00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#4
『渇望の連鎖』

00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#7
『夫からのレイプ』

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12 #5
『乗っ取られた貨物船』

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6 #19
『解けない数式』

29:30 29:30 29:30

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 #8
『ラズミック・マイヤー博士』

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 #9
『ブークマン・バティスト』

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 #10
『アーケイン・ワイヤレス』

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 #11
『コングロマリット』

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 #12
『理事長』

29:00 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12 #7
『帰還兵の悲願』

00[HD]
インフォメーション

29:00

27:00

25:00

23:00

22:00

20:00

18:00

16:30

08:30



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2022年8月

スーパー！ドラマＴＶ 2022.08.22-2022.08.28
2022.08.22 2022.08.23 2022.08.24 2022.08.25 2022.08.26 2022.08.27 2022.08.28

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

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

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

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

07:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #23
『石油』

00[二]★[HD][新]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #1
『独走』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #3
『虐殺』

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

09:30 30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #16
『悲しい再会』

30[二][CC][HD]
CSI: ベガス #3
『隠れた素顔』

30[二][HD]
WALKER／ウォーカー #9
『ルール17番』

30[二][CC][HD]
NCIS: ハワイ #6
『ハネムーン誘拐事件』

11:00 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2
#8
『地獄のホテル』

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2
#11
『見えない傷』

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2
#14
『女性警察官レイプ事件』

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2
#17
『愚かな妄想』

00[二/一部字]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #3
『スパイ脱獄』

06:00 00[二]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #5
『特急列車強盗』

00[二]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #7
『新兵器アクアタンク』

06:00

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

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

30[HD]
インフォメーション

30[二]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #2
『潜水艦スパイ』

30[二]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #4
『航空写真スパイ』

06:30 30[二]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #6
『人工衛星スパイ』

30[二/一部字]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #8
『空飛ぶクラシック・カー』

06:30

45[二]★[CC][HD]
【2話連続放送】
ジョー90 HD完全版 #4
『世界征服計画を破壊しろ』

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00 09:00

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

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]★[CC][HD]
【2話連続放送】
ジョー90 HD完全版 #3
『宇宙ステーション応答せず』

30[二/一部字]★[CC][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #20
『大爆発！』

07:30

08:00 00[二]★[終][HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #24
『露西亜』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #2
『勧誘』

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

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

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #8
『移送』

08:00 08:00

15[HD]
インフォメーション

15[HD]インフォメーション

08:30 08:30 30[二][HD]
WALKER／ウォーカー #10
『アンコール』

08:30

30[二][HD]
ブラックリスト シーズン9 #13
『ジェニュイン・モデルズ』

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]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #8
『法の落とし穴』

00[二]★[終][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6 #21
『最愛の相棒へ』

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

10:30 10:30

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2
#20
『女性恐怖症』

11:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #9
『吹雪の感謝祭』

00[HD]
インフォメーション

11:00

11:30 11:30 30[二]★[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
ファイナル・シーズン #1
『ホームズ＆ワトソン in ロンドン』

11:30

12:00 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2
#9
『哀しい妖精たち』

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2
#12
『模範的教師の秘密』

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2
#15
『３日目の恐怖』

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2
#18
『人間狩り』

00★[終][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2
#21
『幻の天罰』

12:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #10
『父への手紙』

12:00

12:30 12:30 30[二]★[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
ファイナル・シーズン #2
『凶弾』

12:30

13:00 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2
#10
『落とし穴』

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2
#13
『哀しい復讐』

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2
#16
『居場所を失った子供たち』

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2
#19
『寄生』

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3
#1
『家族崩壊の序章』

13:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #11
『繰り返された悲劇』

13:00

13:30 13:30 30[二]★[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
ファイナル・シーズン #3
『倉庫に眠る秘密』

13:30

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6 #7
『壊れた歯車』

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6 #8
『マングースの騎士団』

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6 #9
『罪を逃れて』

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6 #10
『報復』

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6 #11
『潜入捜査』

14:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #12
『自国民テロリスト』

14:00

14:30 14:30 30[二]★[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
ファイナル・シーズン #4
『危険な青信号』

14:30

00[5.1][HD][字]
NCIS: ハワイ #6
『ハネムーン誘拐事件』

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #13
『名誉勲章の行方』

15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #10
『ディノッゾの受難』

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

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #14
『運命の分かれ道』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #16
『心理作戦』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #18
『見透かされる心』

15:30 30[二]★[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
ファイナル・シーズン #5
『回りくどい殺人』

15:30

16:00 16:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #14
『規範と校訓』

16:00

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #11
『雪夜の奇跡』

00[5.1][HD][字]
ブラックリスト シーズン9 #13
『ジェニュイン・モデルズ』

00[5.1][HD][字]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #17
『時間外の捜査活動』

18:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #16
『偽名の足跡』

18:00

18:30 18:30 30[二]★[HD]ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋
愛法則 セレクション ファイナル・シーズン #11『ペイント
ボール多重散乱の法則』

18:30

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #13
『愛と裏切り』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #15
『スーパーヒーロー』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #17
『交錯する思惑』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #19
『巣立ち』

16:30 30[二]★[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
ファイナル・シーズン #6
『奪われたDNA』

16:30

17:00 17:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #15
『敵討ち』

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]★[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
ファイナル・シーズン #7
『ロシアより毒をこめて』

17:30

18:00 00[5.1][HD][字]
CSI: ベガス #3
『隠れた素顔』

00[HD][字][新]
レイトx2ショー with ジェームズ・コーデン
『ダニエル・クレイグ、ラミ・マレック
（21/10/7）』

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
ファイナル・シーズン #1
『ホームズ＆ワトソン in ロンドン』

19:00

19:30 19:30 19:30

20:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #24
『露西亜』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #2
『勧誘』

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

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #6
『私情』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #8
『移送』

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12 #8
『法の落とし穴』

00[5.1]★[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6 #21
『最愛の相棒へ』

20:00

20:30 20:30 20:30

19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン6 #23
『石油』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #1
『独走』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #3
『虐殺』

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

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

19:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 #17
『華麗なるペテン師』

00[5.1]★[HD][字]
WALKER／ウォーカー #10
『アンコール』

21:00

21:30 21:30 21:30

22:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
NCIS: ハワイ #6
『ハネムーン誘拐事件』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
ブラックリスト シーズン9 #13
『ジェニュイン・モデルズ』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #17
『時間外の捜査活動』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
CSI: ベガス #4
『裁きの儀式』

00[二][HD]
【スパドラ！２２】
WALKER／ウォーカー #10
『アンコール』

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12 #10
『父への手紙』

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
ファイナル・シーズン #2
『凶弾』

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！

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6 #7
『壊れた歯車』

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

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

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

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

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12 #9
『吹雪の感謝祭』

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS: ハワイ #6
『ハネムーン誘拐事件』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
ブラックリスト シーズン9 #13
『ジェニュイン・モデルズ』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #17
『時間外の捜査活動』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
CSI: ベガス #4
『裁きの儀式』

00[5.1][HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS: ハワイ #6
『ハネムーン誘拐事件』

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12 #12
『自国民テロリスト』

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
ファイナル・シーズン #4
『危険な青信号』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 00[二][CC][HD]
CSI: ベガス #3
『隠れた素顔』

00★[HD][字]
レイトx2ショー with ジェームズ・コーデン
『ケイト・ベッキンセイル、デイヴ・グロール
（21/10/18）』

00[二]★[HD]
WALKER／ウォーカー #10
『アンコール』

00[二][HD]
ブラックリスト シーズン9 #13
『ジェニュイン・モデルズ』

00[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #17
『時間外の捜査活動』

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12 #11
『繰り返された悲劇』

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
ファイナル・シーズン #3
『倉庫に眠る秘密』

29:30 29:30 29:30

29:00

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)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#9
『哀しい妖精たち』

00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#12
『模範的教師の秘密』

00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#15
『３日目の恐怖』

00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#18
『人間狩り』

00[終][HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#21
『幻の天罰』

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12 #14
『規範と校訓』

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
ファイナル・シーズン #6
『奪われたDNA』

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)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#8
『地獄のホテル』

00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#11
『見えない傷』

00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#14
『女性警察官レイプ事件』

00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#17
『愚かな妄想』

00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#20
『女性恐怖症』

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12 #13
『名誉勲章の行方』

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
ファイナル・シーズン #5
『回りくどい殺人』

27:30 27:30 27:30

28:00 00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するラスベガ
ス編 #28
『ファイナリストはこれで決まり』

00[二]★[HD]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するラスベガ
ス編 #29
『ゴージャスなファイナルデート』

00[二]★[終][HD]
【帯】
ラブアイランドUSA　水着で恋するラスベガ
ス編 #30
『賞金を手にするのは！？』

00[二]★[HD][新]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズン7
#1
『四つ葉』

00[二]★[HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズン7
#2
『犯人捜し』

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12 #16
『偽名の足跡』

00[HD][字]
レイトx2ショー with ジェームズ・コーデン
『ケイト・ベッキンセイル、デイヴ・グロール
（21/10/18）』

28:00

28:30 28:30 28:30

27:00 00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#10
『落とし穴』

00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#13
『哀しい復讐』

00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#16
『居場所を失った子供たち』

00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン2
#19
『寄生』

00[HD][字][新]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#1
『家族崩壊の序章』

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12 #15
『敵討ち』

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
ファイナル・シーズン #7
『ロシアより毒をこめて』

00[HD]
インフォメーション

27:00

29:0000[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
WALKER／ウォーカー #6
『最高の日』

00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
WALKER／ウォーカー #7
『足跡』

00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
WALKER／ウォーカー #8
『白い嘘』

00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
WALKER／ウォーカー #9
『ルール17番』

00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
WALKER／ウォーカー #10
『アンコール』

29:00 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12 #17
『華麗なるペテン師』



スーパー！ドラマＴＶ　番組表　2022年8月

スーパー！ドラマＴＶ 2022.08.29-2022.08.31
2022.08.29 2022.08.30 2022.08.31 2022.09.01 2022.09.02 2022.09.03 2022.09.04

月 火 水 木 金 土 日

[二]:二カ国語 ★:初回放送枠 [B&W]:モノクロ
[多]:音声多重 [字]:オープンキャプション [5.1]:スカパー！、スカパー！プレミアム、JDS HD、JC-HITS、オプテージ、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。

08:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #10
『古傷』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #12
『被曝』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #14
『護衛』

08:00

09:30 30[二][HD]
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #17
『時間外の捜査活動』

30[二][CC][HD]
CSI: ベガス #4
『裁きの儀式』

30[二][HD]
WALKER／ウォーカー #10
『アンコール』

09:30

11:00 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3
#2
『つくられた犯罪者』

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3
#5
『陰謀の結末』

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3
#8
『悪魔の子』

11:00

08:00

08:30 08:30 08:30

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00 09:00

11:30 11:30 11:30

12:00 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3
#3
『幼児誘拐事件の波紋』

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3
#6
『正義を貫け』

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3
#9
『呪いを解く剣』

12:00 12:00

12:30 12:30 12:30

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6 #12
『謎の殺し屋』

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6 #13
『諸悪の根源』

06:00

06:30 30[二]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #10
『ねらわれたサーキット』

30[二]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #12
『国王暗殺計画』

30[HD]
インフォメーション

06:30 06:30

07:00 00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #9
『志願』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #11
『贈物』

00[二]★[HD]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #13
『開発』

07:00 07:00

07:30 07:30 07:30

11:00

09:30

10:00 10:00 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

10:30 10:30

06:00 00[二]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #9
『超音波ライフル銃』

00[二]★【帯】
ロンドン指令X 完全版 #11
『にせ神父スパイ』

00[二]★[終]【帯】
ロンドン指令X 完全版 #13
『4人のにせ札団』

06:00

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6 #14
『赤いスーツの男』

14:00 14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 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3
#4
『ＤＮＡの価値』

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3
#7
『愛を貫く方法』

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3
#10
『愚弄』

13:00 13:00

13:30 13:30 13:30

16:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #21
『再燃』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #23
『くすぶる炎』

30[HD][字]
レイトx2ショー with ジェームズ・コーデン
『ドウェイン・ジョンソン、アヴリル・ラヴィー
ン（21/11/10）』

16:30 16:30

17:00 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

15:00 15:00

15:30 30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #20
『神聖な使命』

30[二]★[CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #22
『火中の真実』

30[二]★[終][CC][HD]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 #24
『誓い』

15:30 15:30

16:00 16:00 16:00

19:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #9
『志願』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #11
『贈物』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #13
『開発』

19:00 19:00

19:30 19:30 19:30

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

17:30 17:30

18:00 00[5.1][HD][字]
CSI: ベガス #4
『裁きの儀式』

00[HD][字]
レイトx2ショー with ジェームズ・コーデン
『ケイト・ベッキンセイル、デイヴ・グロール
（21/10/18）』

00[5.1][HD][字]
NCIS: ハワイ #7
『栄光の代償』

18:00 18:00

18:30 18:30 18:30

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6 #12
『謎の殺し屋』

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

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

21:00 21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #10
『古傷』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #12
『被曝』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン7 #14
『護衛』

20:00 20:00

20:30 20:30 20:30

23:00 00[二][CC][HD]
CSI: ベガス #4
『裁きの儀式』

00★[HD][字]
レイトx2ショー with ジェームズ・コーデン
『ドウェイン・ジョンソン、アヴリル・ラヴィー
ン（21/11/10）』

00[二]★[HD]
WALKER／ウォーカー #11
『自由』

23:00 23:00

23:30 23:30 23:30

22:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
NCIS: ハワイ #7
『栄光の代償』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
ブラックリスト シーズン9 #14
『イーヴァ･メイソン』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #18
『孤高の狙撃手』

22:00 22:00

22:30 22:30 22:30

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

25:00 00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#2
『つくられた犯罪者』

00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#5
『陰謀の結末』

00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#8
『悪魔の子』

25:00 25:00

25:30 25:30 25:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS: ハワイ #7
『栄光の代償』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
ブラックリスト シーズン9 #14
『イーヴァ･メイソン』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 #18
『孤高の狙撃手』

24:00 24:00

24:30 24:30 24:30

27:00 00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#4
『ＤＮＡの価値』

00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#7
『愛を貫く方法』

00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#10
『愚弄』

27:00 27:00

27:30 27:30 27:30

26:00 00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#3
『幼児誘拐事件の波紋』

00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#6
『正義を貫け』

00[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン3
#9
『呪いを解く剣』

26:00 26:00

26:30 26:30 26:30

29:00 00★[HD][字]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
レイトx2ショー with ジェームズ・コーデン
『ダニエル・クレイグ、ラミ・マレック
（21/10/7）』

00★[HD][字]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
レイトx2ショー with ジェームズ・コーデン
『ケイト・ベッキンセイル、デイヴ・グロール
（21/10/18）』

00★[HD][字]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
レイトx2ショー with ジェームズ・コーデン
『ドウェイン・ジョンソン、アヴリル・ラヴィー
ン（21/11/10）』

29:00 29:00

29:30 29:30 29:30

28:00 00[二]★[HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズン7
#3
『家族の思い出』

00[二]★[HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズン7
#4
『ヒスペス』

00[二]★[HD]
【帯】
レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー シーズン7
#5
『アイルランドの子守歌』

28:00 28:00

28:30 28:30 28:30


