
スーパー！ドラマTV　番組表　2022年12月

スーパー！ドラマＴＶ 2022.12.01-2022.12.04
2022.11.28 2022.11.29 2022.11.30 2022.12.01 2022.12.02 2022.12.03 2022.12.04

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、オプテージは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。

29:00

29:30 29:30 29:30

29:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #5
『ここで待ってる』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #6
『姉と妹』

29:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #8
『仕組まれた処方箋』

00[HD]
インフォメーション

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY 
ファイナル・シーズン #4
『危険な青信号』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY 
ファイナル・シーズン #7
『ロシアより毒をこめて』

27:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #6
『人肉検索』

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

28:00

28:30 30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン/TWILIGHT ZONE シーズン3 
#27『自分を探す男』

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

28:30 28:30

27:00

27:30 27:30 27:30

28:00 00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン/TWILIGHT ZONE シーズン3 
#26『消えた少女』

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

28:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #7
『殺しのバラード』

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

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY 
ファイナル・シーズン #3
『倉庫に眠る秘密』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY 
ファイナル・シーズン #6
『奪われたDNA』

26:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #5
『命を問う法廷』

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

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY 
ファイナル・シーズン #2
『凶弾』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY 
ファイナル・シーズン #5
『回りくどい殺人』

25:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #4
『リアリティ番組の裏側』

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

25:00

25:30 25:30 25:30

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #8
『過去をさまよう』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
S.W.A.T. シーズン5 #13
『遺恨』

24:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #3
『愛する国に忠誠を』

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

23:00 00[二][CC][HD]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #2
『悪魔祓いの死』

00[二][HD]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 #7
『鰐鮫』

23:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #2
『甘い誘惑』

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

24:00

24:30 24:30 24:30

21:00 00[5.1][HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
#18
『3人の法の道』

00[5.1][HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
#19
『消えない傷』

21:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン1 #20
『父のように…』

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

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！

21:00

21:30 21:30 21:30

22:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #8
『過去をさまよう』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
S.W.A.T. シーズン5 #13
『遺恨』

22:00 00★[HD][字][新]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #1
『人の闇を映す文書』

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

20:00 00★[HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #3
『ホロコーストの悲劇』

00★[HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #5
『チャーリーVSメーガン』

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン1 #19
『怪物と怪物』

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

20:00

20:30 20:30 20:30

18:00

18:30 18:30 18:30

19:00 00★[HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #2
『無差別強盗殺人事件 Part.2』

00★[HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #4
『二重スパイ』

19:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #8
『仕組まれた処方箋』

00[5.1]★[HD][字]
ベター・コール・ソウル シーズン5 #4
『ナマステ』

18:00 00[5.1][HD][字]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #2
『悪魔祓いの死』

00[5.1][HD][字]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 #7
『鰐鮫』

18:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #7
『殺しのバラード』

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

19:00

19:30 19:30 19:30

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

17:30 17:30

16:00

16:30 30[二]★[HD]
【帯】
WALKER／ウォーカー #2
『復帰への道のり』

30[二]★[HD]
【帯】
WALKER／ウォーカー #4
『親子の秘密』

16:30 16:30

17:00 17:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #6
『人肉検索』

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

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

15:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #4
『リアリティ番組の裏側』

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

15:00

15:30 30[二]★[HD][新]
【帯】
WALKER／ウォーカー #1
『再出発』

30[二]★[HD]
【帯】
WALKER／ウォーカー #3
『首振り人形』

15:30 15:30

16:00 16:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #5
『命を問う法廷』

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

14:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
#18
『3人の法の道』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
#19
『消えない傷』

14:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #3
『愛する国に忠誠を』

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

14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY 
ファイナル・シーズン #4
『危険な青信号』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY 
ファイナル・シーズン #7
『ロシアより毒をこめて』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #2
『甘い誘惑』

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

13:00

13:30 13:30 13:30

11:00

11:30 11:30 11:30

12:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY 
ファイナル・シーズン #3
『倉庫に眠る秘密』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY 
ファイナル・シーズン #6
『奪われたDNA』

12:00 00[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #1
『人の闇を映す文書』

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

11:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY 
ファイナル・シーズン #2
『凶弾』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY 
ファイナル・シーズン #5
『回りくどい殺人』

11:00 00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン1 #20
『父のように…』

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

12:00

12:30 12:30 12:30

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00 00★[HD][字]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 
シーズン10 #13『夫婦の危機を乗り越える法則』

09:00

09:30 30[二][CC][HD]
NCIS: ハワイ #20
『週末の連続殺人』

30[二][CC][HD]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #2
『悪魔祓いの死』

09:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

09:30

10:00 10:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン1 #19
『怪物と怪物』

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

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

10:30 10:30

07:00

07:30 07:30 30[二/一部字]★[CC][HD]
【2話連続放送】
ジョー90 HD完全版 #29
『世界一のボディガード』

30[二/一部字]★[終][CC][HD]
キャプテンスカーレット HD完全版 #32
『スペクトラムの暗号をねらえ！』

07:30

08:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #3
『ホロコーストの悲劇』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #5
『チャーリーVSメーガン』

08:00

07:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #2
『無差別強盗殺人事件 Part.2』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #4
『二重スパイ』

07:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

08:00

15[二/一部字]★[終][CC][HD]
【2話連続放送】
ジョー90 HD完全版 #30
『すばらしい誕生日』

15[HD]インフォメーション

08:30 08:30 30[HD][字]
レイト×2ショー with 
ジェームズ・コーデン 
『マライア・キャリー、トム・クルーズ、BTS
(21/12/8)』

08:30

09:00

06:00

06:30 06:30 30[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #3
『鐘は１３鳴った！』

06:30
35[HD][字]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 
シーズン10 #12『新年の報告会の法則』

06:00 00[二]★[HD]
【帯】
ケイティ・キーン #12
『チェイン・オブ・フールズ』

00[二]★[終][HD]
【帯】
ケイティ・キーン #13
『誰かのために』

06:00 00[二/一部字]★[CC][HD][新]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #1
『キャプテンスカーレット誕生』

00[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #2
『無人機をストップ』



スーパー！ドラマTV　番組表　2022年12月

スーパー！ドラマＴＶ 2022.12.05-2022.12.11
2022.12.05 2022.12.06 2022.12.07 2022.12.08 2022.12.09 2022.12.10 2022.12.11

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、オプテージは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。

29:00

29:30 30[HD][字]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 
シーズン10 #13『夫婦の危機を乗り越える法則』

29:30 29:30

28:30

29:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
NCIS: ハワイ #18
『TNT』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
NCIS: ハワイ #19
『命の守り手』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
NCIS: ハワイ #20
『週末の連続殺人』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
NCIS: ハワイ #21
『再会の時』

00[HD]
インフォメーション

29:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #18
『ただ１つの願い』

00[HD]
インフォメーション

28:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #17
『夢と野心と』

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

28:00

28:30 30[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン/TWILIGHT ZONE シーズン3 
#31『たそがれの賭け』

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

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

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

28:30

28:00 00[二]★[HD][B&W]【帯】
ミステリーゾーン/TWILIGHT ZONE シーズン3 
#30『ほら吹きフリスビィ』

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

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

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

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

27:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #16
『証拠なき犯罪』

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

27:00

27:30 27:30 27:30

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY 
ファイナル・シーズン #10
『路地裏の美女』

00[5.1]★[終][HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY 
ファイナル・シーズン #13
『別れの挨拶』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(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[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6 #6
『マタイの福音書』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6 #9
『罪を逃れて』

26:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #15
『一途な女』

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

26:00

26:30 26:30 26:30

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY 
ファイナル・シーズン #9
『名犬オリー』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY 
ファイナル・シーズン #12
『ホームズ最後の事件』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(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[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6 #5
『愛しのスパイ』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(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』

25:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #14
『不可解なアリバイ』

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

25:00

25:30 25:30 25:30

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY 
ファイナル・シーズン #8
『ミス・ライアー』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY 
ファイナル・シーズン #11
『黒幕の流儀』

00[5.1]★[HD][字][新]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6 #1
『決断の時』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6 #4
『見落とし』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6 #7
『壊れた歯車』

24:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #13
『冷血の殺人』

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

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 #21
『再会の時』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #3
『名門校の闇』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#8
『研究』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #9
『人生の支え』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
S.W.A.T. シーズン5 #14
『悪女』

23:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #12
『恐喝』

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

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]★[HD]
ベター・コール・ソウル シーズン5 #5
『マックスに捧(ささ)ぐ』

00★[HD][字]
レイト×2ショー with 
ジェームズ・コーデン 
『トム・クルーズ、モニカ・バルバロ、テデ
ィ・スウィムズ(22/5/3)』

00[二][CC][HD]
NCIS: ハワイ #21
『再会の時』

00[二][CC][HD]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #3
『名門校の闇』

00[二][HD]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#8
『研究』

22:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #11
『それぞれの思惑』

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

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 #21
『再会の時』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #3
『名門校の闇』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#8
『研究』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #9
『人生の支え』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
S.W.A.T. シーズン5 #14
『悪女』

21:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #10
『英雄』

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

21:00

21:30 21:30 21:30

21:00 00[5.1][HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
#20
『差し伸べる手』

00[5.1][終][HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
#21
『初のリモート裁判』

00[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #1
『３世代の17歳』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #2
『監視』

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

20:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #9
『消える証人』

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

20:00

20:30 20:30 20:30

20:00 00★[HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #7
『仕組まれた停電の謎』

00★[HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #9
『恐怖の落とし穴』

00★[HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #11
『殺人チャットルーム』

00★[HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #13
『危険な宝探し』

00★[HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #15
『17年目の真実』

00★[HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #14
『暗殺者集団の目的』

19:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #18
『ただ１つの願い』

00[5.1]★[HD][字]
ベター・コール・ソウル シーズン5 #5
『マックスに捧(ささ)ぐ』

19:00

19:30 19:30 19:30

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

18:00

18:30 18:30 18:30

19:00 00★[HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #6
『暴かれた賭け』

00★[HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #8
『薬物使用の方程式』

00★[HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #10
『マインドコントロール』

00★[HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #12
『カルト集団の家系図』

18:00 00[5.1][HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #8
『過去をさまよう』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン5 #13
『遺恨』

00[5.1][HD][字]
NCIS: ハワイ #21
『再会の時』

00[5.1][HD][字]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #3
『名門校の闇』

00[5.1][HD][字]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#8
『研究』

18:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #17
『夢と野心と』

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】
WALKER／ウォーカー #6
『最高の日』

30[二]★[HD]
【帯】
WALKER／ウォーカー #8
『白い嘘』

30[二]★[HD]
【帯】
WALKER／ウォーカー #10
『アンコール』

30[二]★[HD]
【帯】
WALKER／ウォーカー #12
『２つの家族の物語』

30[二]★[HD]
【帯】
WALKER／ウォーカー #14
『ラッキージャケット』

16:30

17:00 17:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #16
『証拠なき犯罪』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #15
『一途な女』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #8
『デス・アート』

17:00

17:30 17:30

15:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #14
『不可解なアリバイ』

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

15:00

15:30 30[二]★[HD]
【帯】
WALKER／ウォーカー #5
『デューク』

30[二]★[HD]
【帯】
WALKER／ウォーカー #7
『足跡』

30[二]★[HD]
【帯】
WALKER／ウォーカー #9
『ルール17番』

30[二]★[HD]
【帯】
WALKER／ウォーカー #11
『自由』

30[二]★[HD]
【帯】
WALKER／ウォーカー #13
『牧場を守れ』

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

16:00

16:30

14:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #13
『冷血の殺人』

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

14:00

14:30 14:30 14:30

14:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
#20
『差し伸べる手』

00[5.1]★[終][HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
#21
『初のリモート裁判』

00[二]★[HD][新]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #1
『３世代の17歳』

00[二]★[HD]
【帯)】
S.W.A.T. シーズン4 #2
『監視』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #3
『非情なる組織』

16:30

13:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #12
『恐喝』

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

13:00

13:30 13:30 13:30

13:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY 
ファイナル・シーズン #10
『路地裏の美女』

00[二]★[終][HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY 
ファイナル・シーズン #13
『別れの挨拶』

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 #6
『マタイの福音書』

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 #8
『マングースの騎士団』

12:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #11
『それぞれの思惑』

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

12:00

12:30 12:30 12:30

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

11:00

11:30 11:30 11:30

12:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY 
ファイナル・シーズン #9
『名犬オリー』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY 
ファイナル・シーズン #12
『ホームズ最後の事件』

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 #5
『愛しのスパイ』

11:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY 
ファイナル・シーズン #8
『ミス・ライアー』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY 
ファイナル・シーズン #11
『黒幕の流儀』

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』

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 #7
『壊れた歯車』

11:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #10
『英雄』

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

09:00

09:30 30[二][HD]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#7
『鰐鮫』

30[二][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #8
『過去をさまよう』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン5 #13
『遺恨』

30[二][CC][HD]
NCIS: ハワイ #21
『再会の時』

30[二][CC][HD]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #3
『名門校の闇』

09:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

09:30

10:00 10:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #9
『消える証人』

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

10:00

10:30 10:30

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #9
『恐怖の落とし穴』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #11
『殺人チャットルーム』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #13
『危険な宝探し』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #15
『17年目の真実』

08:00

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00 00★[HD][字]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 
シーズン10 #14『感情読み取りマシンの法則』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #10
『マインドコントロール』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #12
『カルト集団の家系図』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #14
『暗殺者集団の目的』

07:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

07:00

07:30 07:30 30[HD][字]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 
シーズン10 #13『夫婦の危機を乗り越える法則』

30[多]★[CC][HD][解][新]
【2話連続放送】
宇宙大作戦／スタートレック シーズン2 
HD版 #1
『バルカン星人の秘密』

07:30

08:00 00[HD][字]
レイト×2ショー with 
ジェームズ・コーデン 
『トム・クルーズ、モニカ・バルバロ、テデ
ィ・スウィムズ(22/5/3)』

08:00

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2 
HD版 #2
『神との対決』

08:30

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #7
『仕組まれた停電の謎』

※12月6日（火）27:55～28:00はスカパー!のみメンテナンス休止

06:00 00[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
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！』

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

06:00

06:30 30[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #5
『北部地球防衛軍あやうし！』

30[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #7
『地球の翼を守れ！』

30[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #9
『ミステロン探知機を出せ！』

30[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #11
『にせミステロンあらわる！』

30[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #13
『無人戦車ユニトロン』

06:00 00[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #4
『ブラック大尉を探せ』

00[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #6
『ホワイト大佐を守れ！』

00[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #8
『タイムを追え！』

00[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #10
『アメリカ大陸を救え！』

00[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #12
『ミステロン基地発見！』

06:30 30[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #15
『エンゼル機対ミステロン』

30[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
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！』

06:30

07:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #6
『暴かれた賭け』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #8
『薬物使用の方程式』



スーパー！ドラマTV　番組表　2022年12月

スーパー！ドラマＴＶ 2022.12.12-2022.12.18
2022.12.12 2022.12.13 2022.12.14 2022.12.15 2022.12.16 2022.12.17 2022.12.18

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、オプテージはCC字幕
[新]:新番組 [解]:解説放送
[終]:終了番組 [映]:映画

※都合により、編成内容は予告なく変更される場合がございます。

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #5
『ウェストコースト・オフェンス』

00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30 29:30 29:30

29:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #7
『無償の親心』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #8
『過去をさまよう』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #9
『人生の支え』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #10
『クリスマスイブ』

29:00

00[5.1]★[HD][字][新]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ 
ファイナル・シーズン #1
『果てしない闘い 前編』

27:00

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #4
『センチネル』

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

28:00

28:30 28:30 28:30

28:00 00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン/TWILIGHT ZONE 
シーズン4 #2
『海底の墳墓』

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

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

00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン/TWILIGHT ZONE 
シーズン4 #5
『物云わぬ少女』

28:00

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

25:00

25:30 25:30 25:30

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6 #10
『報復』

00
メンテナンスのため休止

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6 #13
『諸悪の根源』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6 #16
『プライドと偏見』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6 #19
『スパイの裏切り』

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6 #11
『潜入捜査』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6 #14
『赤いスーツの男』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #3
『27D』

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

27:00

27:30 27:30 27:30

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6 #12
『謎の殺し屋』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6 #15
『標的にされた少女』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6 #18
『生まれ変わった女』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6 #17
『偏見の狭間で』

24:00 00★[終][HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #23
『報復へのカウントダウン』

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

24:00

24:30 24:30 24:30

24:00 00[5.1]★[終][HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS: ハワイ #22
『オハナ』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #4
『クレアモントの殺人』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#9
『煙草』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #10
『クリスマスイブ』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
S.W.A.T. シーズン5 #15
『ドナー』

00[5.1]★[終][HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ シーズン6 #20
『プレデター』

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #2
『夜明け』

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

26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #1
『さすらい』

23:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #22
『ソウルメイト』

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

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]★[HD]
ベター・コール・ソウル シーズン5 #6
『ウェクスラー vs グッドマン』

00★[HD][字]
レイト×2ショー with 
ジェームズ・コーデン 
『ベネディクト・カンバーバッチ、エリザベ
ス・オルセン、トム・ウォーカー(22/5/5)』

00[二][終][CC][HD]
NCIS: ハワイ #22
『オハナ』

00[二][CC][HD]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #4
『クレアモントの殺人』

00[二][HD]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#9
『煙草』

22:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #21
『虐げられた細胞』

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

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]★[終][CC][HD]
【スパドラ！２２】
NCIS: ハワイ #22
『オハナ』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #4
『クレアモントの殺人』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#9
『煙草』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #10
『クリスマスイブ』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
S.W.A.T. シーズン5 #15
『ドナー』

21:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #20
『税金のカラクリ』

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

21:00

21:30 21:30 21:30

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #4
『逆恨み』

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

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

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

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

20:00 00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #19
『僕の愛しい人』

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

20:00

20:30 20:30 20:30

20:00 00★[HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #17
『タイムリミット』

00★[HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #19
『飛行機墜落事故の目的』

00★[HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #21
『囚人のジレンマ』

00★[HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #23
『投資ファンドの幻想』

00★[HD][字][新]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン4 #1
『コルビーの疑惑』

00★[終][HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #24
『選ばれた二人』

19:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #5
『ウェストコースト・オフェンス』

00[5.1]★[HD][字]
ベター・コール・ソウル シーズン5 #6
『ウェクスラー vs グッドマン』

19:00

19:30 19:30 19:30

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #18
『愛する者との再会』

18:00

18:30 18:30 18:30

19:00 00★[HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #16
『2つの死の関連性』

00★[HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #18
『民主主義の危機』

00★[HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #20
『DNAボマー事件』

00★[HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #22
『テロリストの細胞』

18:00 00[5.1][HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #9
『人生の支え』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン5 #14
『悪女』

00[5.1][終][HD][字]
NCIS: ハワイ #22
『オハナ』

00[5.1][HD][字]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #4
『クレアモントの殺人』

00[5.1][HD][字]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#9
『煙草』

18:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #4
『センチネル』

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】
WALKER／ウォーカー #16
『心の声と覚悟』

30[二]★[終][HD]
【帯】
WALKER／ウォーカー #18
『家族の力』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- 
シーズン1 #2
『「正常」は退屈』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- 
シーズン1 #4
『過去に囚われて』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- 
シーズン1 #6
『究極の効率化』

16:30

17:00 17:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #3
『27D』

00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #2
『夜明け』

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

17:00

17:30 17:30

15:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #1
『さすらい』

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

15:00

15:30 30[二]★[HD]
【帯】
WALKER／ウォーカー #15
『攻撃に備える』

30[二]★[HD]
【帯】
WALKER／ウォーカー #17
『墓穴を掘る』

30[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- 
シーズン1 #1
『ようこそ 異常行動の世界へ』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- 
シーズン1 #3
『秘密とウソ』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- 
シーズン1 #5
『心臓のない死体』

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

16:00

16:30

14:00 00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #23
『報復へのカウントダウン』

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

14:00

14:30 14:30 14:30

14:00 00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #4
『逆恨み』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #5
『砕け散った心』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #6
『偽りの神の声』

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

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #8
『聖戦』

16:30

13:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #22
『ソウルメイト』

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

13:00

13:30 13:30 13:30

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6 #12
『謎の殺し屋』

00[HD][字]
レイト×2ショー with 
ジェームズ・コーデン 
『BTS、クロエ・グレース・モレッツ、クリス
ティン・デイヴィス(21/12/16)』

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 #15
『標的にされた少女』

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 #18
『生まれ変わった女』

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 
ファイナル・シーズン #1
『果てしない闘い 前編』

12:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #21
『虐げられた細胞』

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

12:00

12:30 12:30 12:30

11:00

11:30 11:30 11:30

12:00 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 #11
『潜入捜査』

00[5.1][HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #9
『人生の支え』

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』

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 #17
『偏見の狭間で』

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6 #20
『プレデター』

11:00 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 #10
『報復』

00[二][HD]
S.W.A.T. シーズン5 #14
『悪女』

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』

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 #16
『プライドと偏見』

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 #19
『スパイの裏切り』

11:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #20
『税金のカラクリ』

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

00[HD]
インフォメーション

09:00 00★[HD][字]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 
シーズン10 #15『機関士シェルドンの法則』

09:00

09:30

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

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #19
『僕の愛しい人』

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

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

10:30

09:30 30[二][HD]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#8
『研究』

30[二][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #9
『人生の支え』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン5 #14
『悪女』

30[二][終][CC][HD]
NCIS: ハワイ #22
『オハナ』

30[二][CC][HD]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #4
『クレアモントの殺人』

09:30

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

07:00

07:30 07:30 30[HD][字]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 
シーズン10 #14『感情読み取りマシンの法則』

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2 
HD版 #3
『超小型宇宙船ノーマッドの謎』

07:30

08:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #17
『タイムリミット』

08:00

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2 
HD版 #4
『イオン嵐の恐怖』

08:30

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #19
『飛行機墜落事故の目的』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #21
『囚人のジレンマ』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #23
『投資ファンドの幻想』

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン4 #1
『コルビーの疑惑』

08:00 00[HD][字]
レイト×2ショー with 
ジェームズ・コーデン
『ベネディクト・カンバーバッチ、エリザベ
ス・オルセン、トム・ウォーカー(22/5/5)』

07:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #16
『2つの死の関連性』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #18
『民主主義の危機』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #20
『DNAボマー事件』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #22
『テロリストの細胞』

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #24
『選ばれた二人』

07:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

06:00 00[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #26
『大統領を守れ！』

00[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #28
『地獄の猛火！』

06:00

06:30 30[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
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！』

30[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #21
『地球の首都を救え！』

30[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #23
『天使を救え！』

30[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #25
『原子炉爆発寸前！』

06:30

06:00 00[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #18
『ミニ衛星をとばせ！』

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

00
メンテナンスのため休止

00[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #22
『アルプス上空の危機！』

00[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #24
『北極の死斗！』

30[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #27
『ヨーロッパ作戦』

30[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #29
『裏切者は誰だ！』

06:30



スーパー！ドラマTV　番組表　2022年12月

スーパー！ドラマＴＶ 2022.12.19-2022.12.25
2022.12.19 2022.12.20 2022.12.21 2022.12.22 2022.12.23 2022.12.24 2022.12.25

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、オプテージは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。

29:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #15
『ドナー』

00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30 29:30 29:30

29:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #1
『処刑人の流儀』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #2
『悪魔祓いの死』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #3
『名門校の闇』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #4
『クレアモントの殺人』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #5
『人形たちの館』

28:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #14
『悪女』

00[HD][字]
レイト×2ショー with 
ジェームズ・コーデン 
『ケネス・ブラナー、リリー・ジェームズ、
ニッキー・ミナージュ（22/2/3）』

28:00

28:30 28:30 28:30

28:00 00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン/TWILIGHT ZONE 
シーズン4 #6
『幻の宇宙船』

00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン/TWILIGHT ZONE 
シーズン4 #7
『夜の女豹』

00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン/TWILIGHT ZONE 
シーズン4 #8
『人形の家で』

00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン/TWILIGHT ZONE 
シーズン4 #9
『魅いられた男』

00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン/TWILIGHT ZONE 
シーズン4 #10
『歴史のかきかえ』

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #13
『遺恨』

00★[終][HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #26
『“ザ・ラボ”殺人事件』

27:00

27:30 27:30 27:30

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ 
ファイナル・シーズン #4
『告発 後編』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ 
ファイナル・シーズン #7
『消えない悪夢 前編』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ 
ファイナル・シーズン #10
『悲劇のスナイパー』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ 
ファイナル・シーズン #13
『ギャングの息子』

00[5.1]★[終][HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ 
ファイナル・シーズン #16
『愛しきわが街』

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #12
『オークション』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #25
『赤ワインは血の香り』

26:00

26:30 26:30 26:30

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ 
ファイナル・シーズン #3
『告発 前編』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ 
ファイナル・シーズン #6
『水面下の作戦 後編』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ 
ファイナル・シーズン #9
『家族の亀裂』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ 
ファイナル・シーズン #12
『古傷』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ 
ファイナル・シーズン #15
『一族の血』

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #11
『サイバー攻撃』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #24
『マスコット殺人事件』

25:00

25:30 25:30 25:30

25:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ 
ファイナル・シーズン #2
『果てしない闘い 後編』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ 
ファイナル・シーズン #5
『水面下の作戦 前編』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ 
ファイナル・シーズン #8
『消えない悪夢 後編』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ 
ファイナル・シーズン #11
『脱獄計画』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS: ニューオーリンズ 
ファイナル・シーズン #14
『守りたいもの』

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #10
『消えたロケットランチャー』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #23
『仮面をかぶった女』

24:00

24:30 24:30 24:30

24:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【スパドラ！字幕２４】
LAW & ORDER シーズン21 #1
『女性たちの報復』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #5
『人形たちの館』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#10
『警鐘』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #11
『二つの法廷』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
S.W.A.T. シーズン5 #16
『ディープフェイク』

23:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #9
『サバイバル』

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

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]★[HD]
ベター・コール・ソウル シーズン5 #7
『金か正義か』

00★[HD][字]
レイト×2ショー with 
ジェームズ・コーデン 
『アネット・ベニング、ユアン・マクレガー、
ザ・チェインスモーカーズ(22/6/8)』

00[二][CC][HD][新]
LAW & ORDER シーズン21 #1
『女性たちの報復』

00[二][CC][HD]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #5
『人形たちの館』

00[二][HD]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#10
『警鐘』

22:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #8
『善意のシェルター』

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

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][新]
【スパドラ！２２】
LAW & ORDER シーズン21 #1
『女性たちの報復』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #5
『人形たちの館』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#10
『警鐘』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #11
『二つの法廷』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
S.W.A.T. シーズン5 #16
『ディープフェイク』

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #7
『信じる者』

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

21:00

21:30 21:30 21:30

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #9
『残された者たち』

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

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

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #12
『家族の闇』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #13
『罪深き父親たち』

20:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #6
『陰謀論』

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

20:00

20:30 20:30 20:30

20:00 00★[HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン4 #3
『スピードの代償』

00★[HD][字]
【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]
【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]
【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★[HD][字]
【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』

19:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #15
『ドナー』

00[5.1]★[HD][字]
ベター・コール・ソウル シーズン5 #7
『金か正義か』

19:00

19:30 19:30 19:30

19:00 00★[HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン4 #2
『ハリウッド的殺人事件』

00★[HD][字]
【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]
【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]
【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★[HD][字]
【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[HD]
インフォメーション

18:00

18:30 18:30 30[HD][字]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 
シーズン10 #16『援助打ち切りの法則』

18:30

17:30 17:30

18:00 00[5.1][HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #10
『クリスマスイブ』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン5 #15
『ドナー』

00[5.1][HD][字][新]
LAW & ORDER シーズン21 #1
『女性たちの報復』

00[5.1][HD][字]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #5
『人形たちの館』

00[5.1][HD][字]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#10
『警鐘』

18:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #14
『悪女』

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[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- 
シーズン1 #8
『憎悪の根源』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- 
シーズン1 #10
『制裁計画』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- 
シーズン1 #12
『リアルの極限』

30[5.1]★[HD][字][新]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- 
シーズン2 #1
『眠り姫事件』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- 
シーズン2 #3
『消えた少年』

16:30 16:30

17:00 17:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #13
『遺恨』

00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #26
『“ザ・ラボ”殺人事件』

17:00

15:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #11
『サイバー攻撃』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #24
『マスコット殺人事件』

15:00

15:30 30[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- 
シーズン1 #7
『久々の交流』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- 
シーズン1 #9
『パートナーの壁』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- 
シーズン1 #11
『夢の代償』

30[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- 
シーズン1 #13
『同族の結束』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- 
シーズン2 #2
『孤独な音楽家』

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！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #12
『オークション』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #25
『赤ワインは血の香り』

16:00

16:30

14:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #10
『消えたロケットランチャー』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
BONES ―骨は語る― シーズン4 #23
『仮面をかぶった女』

14:00

14:30 14:30 14:30

14:00 00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #9
『残された者たち』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #10
『執着』

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

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #12
『家族の闇』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #13
『罪深き父親たち』

13:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #9
『サバイバル』

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

13:00

13:30 13:30 13:30

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 
ファイナル・シーズン #4
『告発 後編』

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 
ファイナル・シーズン #7
『消えない悪夢 前編』

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 
ファイナル・シーズン #10
『悲劇のスナイパー』

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 
ファイナル・シーズン #13
『ギャングの息子』

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 
ファイナル・シーズン #16
『愛しきわが街』

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 
ファイナル・シーズン #15
『一族の血』

12:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #8
『善意のシェルター』

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

12:00

12:30 12:30 12:30

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

11:00

11:30 11:30 11:30

12:00 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 
ファイナル・シーズン #3
『告発 前編』

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 
ファイナル・シーズン #6
『水面下の作戦 後編』

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 
ファイナル・シーズン #9
『家族の亀裂』

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 
ファイナル・シーズン #12
『古傷』

11:00 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 
ファイナル・シーズン #2
『果てしない闘い 後編』

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 
ファイナル・シーズン #5
『水面下の作戦 前編』

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 
ファイナル・シーズン #8
『消えない悪夢 後編』

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 
ファイナル・シーズン #11
『脱獄計画』

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 
ファイナル・シーズン #14
『守りたいもの』

11:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #7
『信じる者』

10:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

09:00 00★[HD][字]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 
シーズン10 #16『援助打ち切りの法則』

09:00

09:30 30[二][HD]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#9
『煙草』

30[二][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #10
『クリスマスイブ』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン5 #15
『ドナー』

30[二][CC][HD][新]
LAW & ORDER シーズン21 #1
『女性たちの報復』

30[二][CC][HD]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #5
『人形たちの館』

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！キャッチアップ】
S.W.A.T. シーズン5 #6
『陰謀論』

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

10:00

10:30 10:30

07:00

07:30 07:30 30[HD][字]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 
シーズン10 #15『機関士シェルドンの法則』

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2 
HD版 #5
『死のパラダイス』

07:30

08:00 00[HD][字]
レイト×2ショー with 
ジェームズ・コーデン
『アネット・ベニング、ユアン・マクレガー、
ザ・チェインスモーカーズ(22/6/8)』

08:00

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2 
HD版 #6
『宇宙の巨大怪獣』

08:30

09:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン4 #3
『スピードの代償』

00[二]★[CC][HD]
【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]
【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]
【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]
【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』

08:00

00[HD]
インフォメーション

07:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン4 #2
『ハリウッド的殺人事件』

00[二]★[CC][HD]
【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]
【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]
【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]
【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』

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 00[二]★[CC][HD]【帯】
ジョー90 HD完全版 #7
『恐怖の海底脱出』

00[二]★[CC][HD]【帯】
ジョー90 HD完全版 #9
『ジャングル死の脱出』

06:00

06:30 30[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #31
『ミステロン宇宙船あらわる！』

30[HD]
インフォメーション

30[二]★[CC][HD]【帯】
ジョー90 HD完全版 #2
『地底基地を爆破せよ』

30[二]★[CC][HD]【帯】
ジョー90 HD完全版 #4
『世界征服計画を破壊しろ』

30[二]★[CC][HD]【帯】
ジョー90 HD完全版 #6
『連続ジェット機墜落のなぞ』

06:00 00[二/一部字]★[CC][HD]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #30
『海底基地を爆撃せよ！』

00[二/一部字]★[終][CC][HD]【帯】
キャプテンスカーレット HD完全版 #32
『スペクトラムの暗号をねらえ！』

00[二/一部字]★[CC][HD][新]【帯】
ジョー90 HD完全版 #1
『小さな特別諜報員誕生』

00[二]★[CC][HD]【帯】
ジョー90 HD完全版 #3
『宇宙ステーション応答せず』

00[二]★[CC][HD]【帯】
ジョー90 HD完全版 #5
『北海のミサイル回収』

06:30 30[二]★[CC][HD]【帯】
ジョー90 HD完全版 #8
『消えた天才ピアニスト』

30[二]★[CC][HD]【帯】
ジョー90 HD完全版 #10
『二重スパイはだれだ？』

06:30



スーパー！ドラマTV　番組表　2022年12月

スーパー！ドラマＴＶ 2022.12.26-2022.12.31
2022.12.26 2022.12.27 2022.12.28 2022.12.29 2022.12.30 2022.12.31 2023.01.01

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、オプテージは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。

29:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
NCIS: ハワイ #17
『天才プログラマー』

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: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 #8
『研究』

00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 #9
『煙草』

00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#10
『警鐘』

00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#11
『暴露』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
トランスプラント 戦場から来た救命医 #9
『ひずみ』

28:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
NCIS: ハワイ #16
『親と子と』

28:00

28:30 28:30 28:30

28:00 00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン/TWILIGHT ZONE 
シーズン4 #11
『宇宙飛行士の幻想』

00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン/TWILIGHT ZONE 
シーズン4 #12
『四つめの願い』

00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン/TWILIGHT ZONE 
シーズン4 #13
『陳列された目』

00[二]★[HD][B&W]
【帯】
ミステリーゾーン/TWILIGHT ZONE 
シーズン4 #14
『再び故郷へ』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
トランスプラント 戦場から来た救命医 #8
『誕生と再生』

27:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
NCIS: ハワイ #15
『ハワイの海賊』

27:00

27:30 27:30 27:30

27:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
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！よるのミステリー(帯)】
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！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 
#9
『分析官ビショップ』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 
#12
『殺しの連鎖』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
トランスプラント 戦場から来た救命医 #7
『親子の距離』

26:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
NCIS: ハワイ #14
『見えない攻撃』

26:00

26:30 26:30 26:30

26:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
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！よるのミステリー(帯)】
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！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 
#8
『アリバイを崩せ』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
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[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
トランスプラント 戦場から来た救命医 #6
『トリガー警告』

25:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
NCIS: ハワイ #13
『スパイ（後編）』

25:00

25:30 25:30 25:30

25:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 
#1
『迫りくる魔の手』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
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！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 
#7
『固い友情』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 
#10
『魔の三重奏』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
トランスプラント 戦場から来た救命医 #5
『家族の時間』

24:00

24:30 24:30 24:30

23:00

23:30 23:30 23:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
LAW & ORDER シーズン21 #2
『かなわぬ夢』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #6
『理想の世界』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#11
『暴露』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #12
『憎悪の矛先』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
S.W.A.T. シーズン5 #17
『連続爆破』

23:00 00[二]★[HD]
ベター・コール・ソウル シーズン5 #8
『運び屋』

00★[終][HD][字]
レイト×2ショー with 
ジェームズ・コーデン
『デヴィッド・ハーバー、ビリー・アイリッシ
ュ、リゾ(22/6/27)』

00[二][CC][HD]
LAW & ORDER シーズン21 #2
『かなわぬ夢』

00[二][CC][HD]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #6
『理想の世界』

00[二][HD]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#11
『暴露』

23:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
NCIS: ハワイ #11
『ポーカーゲーム』

24:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
NCIS: ハワイ #12
『スパイ（前編）』

22:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
NCIS: ハワイ #10
『失われた兵器』

22:00

22:30 22:30 22:30

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

22:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
LAW & ORDER シーズン21 #2
『かなわぬ夢』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #6
『理想の世界』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#11
『暴露』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #12
『憎悪の矛先』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
S.W.A.T. シーズン5 #17
『連続爆破』

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[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
NCIS: ハワイ #9
『英雄の正体』

21:00

21:30 21:30 21:30

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #14
『報い』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #15
『正義の味方』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #16
『立てこもり』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #17
『それぞれの選択』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
トランスプラント 戦場から来た救命医 #4
『２つの現場』

20:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
NCIS: ハワイ #8
『奪われた聖域』

20:00

20:30 20:30 20:30

20:00 00★[HD][字]
【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』

00★[HD][字]
【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』

00★[HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン4 #17
『約束された名声』

00[5.1][HD][字]
LAW & ORDER シーズン21 #2
『かなわぬ夢』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
トランスプラント 戦場から来た救命医 #3
『秘密』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
トランスプラント 戦場から来た救命医 #2
『父の形見』

19:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
NCIS: ハワイ #7
『栄光の代償』

19:00

19:30 19:30 19:30

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
NCIS: ハワイ #6
『ハネムーン誘拐事件』

18:00

18:30 18:30 18:30

19:00 00★[HD][字]
【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]
【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』

00★[HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン4 #16
『危険なカルト集団』

00★[終][HD][字]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン4 #18
『決断の時』

17:30 30[HD]
インフォメーション

17:30

18:00 00[5.1][HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #11
『二つの法廷』

00[5.1][HD][字]
S.W.A.T. シーズン5 #16
『ディープフェイク』

00[5.1][HD][字]
LAW & ORDER シーズン21 #2
『かなわぬ夢』

00[5.1][HD][字]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #6
『理想の世界』

00[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
トランスプラント 戦場から来た救命医 #1
『移植』

18:00

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[5.1][HD][字]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #6
『理想の世界』

16:30 30[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
NCIS: ハワイ #5
『自衛官殺害事件』

16:30

17:00 17:00 17:00

30[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
NCIS: ハワイ #4
『パニオロ』

15:30

16:00 16:00 16:00

16:30 30[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- 
シーズン2 #5
『拷問は蜜の味』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- 
シーズン2 #7
『危険な遊戯』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- 
シーズン2 #9
『切れない絆』

30[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- 
シーズン2 #11
『頭の切れる殺人』

15:00 00[HD]
インフォメーション

15:00

15:30 30[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- 
シーズン2 #4
『おとぎ話の結末』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- 
シーズン2 #6
『殺人は芸術？』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- 
シーズン2 #8
『凍りつく真相』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
インスティンクト -異常犯罪捜査- 
シーズン2 #10
『裏切り者の影』

30[5.1][HD][字]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#11
『暴露』

15:30

15:00 00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

14:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
NCIS: ハワイ #3
『希望のバトン』

14:00

14:30 14:30 14:30

14:00 00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #14
『報い』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #15
『正義の味方』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #16
『立てこもり』

00[二]★[HD]
【帯】
S.W.A.T. シーズン4 #17
『それぞれの選択』

00[HD][字]
レイト×2ショー with 
ジェームズ・コーデン 
『ロザリオ・ドーソン、ジョン・キャメロン・ミ
ッチェル、デュラン・デュラン(22/3/16)』

13:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
NCIS: ハワイ #2
『爆弾』

13:00

13:30 13:30 13:30

13:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 
#3
『パイロット志願兵』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 
#6
『ボーリンの信念』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 
#9
『分析官ビショップ』

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

00[HD][字]
レイト×2ショー with 
ジェームズ・コーデン
『ボブ・オデンカーク、エディ・パターソン、
ウォーク・ザ・ムーン(22/3/9)』

00[HD][字]
レイト×2ショー with 
ジェームズ・コーデン
『アダム・マッケイ、レベッカ・ホール、アー
ロン・ドナルド(22/2/16)』

12:00 00[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
NCIS: ハワイ #1
『海軍極秘プロジェクト』

12:00

12:30 12:30 12:30

00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
トランスプラント 戦場から来た救命医 
#13
『向き合うこと』

11:00

11:30 11:30 11:30

12:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 
#2
『過去 現在 未来』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 
#5
『苦い記憶』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 
#8
『アリバイを崩せ』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 
#11
『クリスマスの訪問者』

10:30 30[HD]
インフォメーション

10:30

11:00 00[二]★[HD][新]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 
#1
『迫りくる魔の手』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 
#4
『古き友の遺志』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 
#7
『固い友情』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 
#10
『魔の三重奏』

00[HD][字]
レイト×2ショー with 
ジェームズ・コーデン
『ケネス・ブラナー、リリー・ジェームズ、ニ
ッキー・ミナージュ（22/2/3）』

11:00

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

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]
S.W.A.T. シーズン5 #17
『連続爆破』

09:30

10:00 10:00 10:00

00[HD]
インフォメーション

09:00 00[HD]
インフォメーション

09:00

09:30 30[二][HD]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#10
『警鐘』

30[二][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #11
『二つの法廷』

30[二][HD]
S.W.A.T. シーズン5 #16
『ディープフェイク』

30[二][CC][HD]
LAW & ORDER シーズン21 #2
『かなわぬ夢』

30[二][CC][HD]
プロディガル・サン　殺人鬼の系譜 
シーズン2 #6
『理想の世界』

08:00 00[二]★[CC][HD]
【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』

00[二]★[CC][HD]
【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』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン4 #17
『約束された名声』

00[HD][字]
レイト×2ショー with 
ジェームズ・コーデン 
『アダム・マッケイ、レベッカ・ホール、アー
ロン・ドナルド(22/2/16)』

00[HD][字]
レイト×2ショー with 
ジェームズ・コーデン 
『パトリック・スチュワート、コリン・ファレル
、ニック・ケイヴ＆ウォーレン・エリス(22/3
/2)』

08:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
トランスプラント 戦場から来た救命医 
#12
『再発』

08:00

08:30 08:30 08:30

07:00 00[二]★[CC][HD]
【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]
【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』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン4 #16
『危険なカルト集団』

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン4 #18
『決断の時』

00[HD][字]
レイト×2ショー with 
ジェームズ・コーデン
『ネイサン・チェン、ウィル・アーネット、マ
シン・ガン・ケリー＆ウィロー(22/2/24)』

07:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
トランスプラント 戦場から来た救命医 
#11
『罪悪感』

07:00

07:30 07:30 07:30

06:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！年末年始11日間イッキ見】
トランスプラント 戦場から来た救命医 
#10
『ビル爆発』

06:00

06:30 30[二]★[CC][HD]【帯】
ジョー90 HD完全版 #12
『決死のスピードレース』

30[二]★[CC][HD]【帯】
ジョー90 HD完全版 #14
『世界一の金庫破り』

30[二]★[CC][HD]【帯】
ジョー90 HD完全版 #16
『大手術作戦』

30[二]★[CC][HD]【帯】
ジョー90 HD完全版 #18
『死のテストパイロット』

30[二]★[CC][HD]【帯】
ジョー90 HD完全版 #20
『戦慄の脱獄囚』

06:30

06:00 00[二]★[CC][HD]【帯】
ジョー90 HD完全版 #11
『地獄の生き埋め』

00[二]★[CC][HD]【帯】
ジョー90 HD完全版 #13
『幽霊教会の対決』

00[二]★[CC][HD]【帯】
ジョー90 HD完全版 #15
『ビッグラットの秘密を盗め』

00[二]★[CC][HD]【帯】
ジョー90 HD完全版 #17
『身がわり王子』

00[二]★[CC][HD]【帯】
ジョー90 HD完全版 #19
『早射ち保安官』

06:30
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