
スーパー！ドラマTV 番組表 2023年3月

スーパー！ドラマＴＶ 2023.03.01-2023.03.05
2023.02.27 2023.02.28 2023.03.01 2023.03.02 2023.03.03 2023.03.04 2023.03.05

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

28:30 28:30 28:30

29:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
スタートレック：ピカード #1
『記憶』

00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
スタートレック：ピカード #2
『暗躍』

00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
スタートレック：ピカード #3
『終わりの始まり』

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 
#10
『父への手紙』

00[HD]
インフォメーション

00[二]★[CC][HD][字]
【帯】【クロスオーバースペシャル】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン22 #9
『再会』

00[二]★[CC][HD][新]
【帯】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン1 #1
『プーリアでの一件』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン1 #2
『父の跡目』

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 
#9
『吹雪の感謝祭』

28:00

30[終][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 #24『訪れた不協和音の法則』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン1 #2
『銀行強盗集団』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン1 #5
『少女誘拐事件』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン1 #8
『えん罪の可能性』

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 
#7
『帰還兵の悲願』

26:00

26:30 26:30 30[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン21 #2
『かなわぬ夢』

26:30

27:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン1 #3
『謎のウィルス』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン1 #6
『鉄道破壊計画』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン1 #9
『スナイパーの心理』

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 
#8
『法の落とし穴』

27:00

27:30 27:30 30[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン21 #3
『インフルエンサーの悲劇』

27:30

28:00

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』

24:00

24:30 24:30 24:30

25:00 00[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン1 #1
『数字がすべて』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン1 #4
『危険な高層ビル』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン1 #7
『偽札事件を追え』

25:00

24:00 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 
#20
『乱数』

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 #21
『記憶の破片』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
トランスプラント 戦場から来た救命医 
シーズン2 #4
『割り切れない思い』

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 
#5
『乗っ取られた貨物船』

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[HD]
インフォメーション

25:00

25:30 25:30 30[5.1]★[HD][字][新]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン21 #1
『女性たちの報復』

25:30

26:00

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』

23:00

23:30 23:30 23:30

45[HD]インフォメーション 45[HD]インフォメーション

23:00 00[5.1]★[HD][字]
LOVE LIFE シーズン2 #9
『マーカス・ワトキンズ』

00[5.1]★[終][HD][字]
LOVE LIFE シーズン2 #10
『エピローグ』

00[二][HD]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#20
『乱数』

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 
#4
『追われる科学者』

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』

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！

22:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#20
『乱数』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #21
『記憶の破片』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
トランスプラント 戦場から来た救命医 
シーズン2 #4
『割り切れない思い』

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 
#3
『ダッキーの帰郷』

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★[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』

21:00

21:30 21:30 21:30

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』

20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【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]
【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]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 
#7
『固い友情』

21:00

19:00

19:30 19:30 19:30

20:00 00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン2 #13
『哀しい復讐』

00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン2 #15
『３日目の恐怖』

00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン2 #17
『愚かな妄想』

20:00 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』

55[5.1]★[HD][字]
スタートレック：ピカード #7
『ネペンテ』

19:00 00[HD][字]
【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]
【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]
【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』

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 
#10
『父への手紙』

30[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン21 #2
『かなわぬ夢』

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 
#8
『法の落とし穴』

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

17:30 30[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン21 #3
『インフルエンサーの悲劇』

00[5.1][終][HD][字]
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン1 #8
『正義とは』

17:30

18:00 00[5.1][HD][字]
SPY CITY ～ベルリン 1961～ #2
『過去』

00[5.1][HD][字]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#20
『乱数』

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 
#9
『吹雪の感謝祭』

18:00

18:30 18:30 18:3030[終][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 #24『訪れた不協和音の法則』

00[HD]
インフォメーション

15:00

15:30 30[二]★[HD]
【帯】
Dr. HOUSE シーズン2 #8
『診断ミス』

30[二]★[HD]
【帯】
Dr. HOUSE シーズン2 #10
『届かない言葉』

30[二]★[HD]
【帯】
Dr. HOUSE シーズン2 #12
『検査法』

15:30 30[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン21 #1
『女性たちの報復』

15:30

16:00

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 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』

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 
#7
『帰還兵の悲願』

16:00

16:30 30[二]★[HD]
【帯】
Dr. HOUSE シーズン2 #9
『オオカミ少年』

30[二]★[HD]
【帯】
Dr. HOUSE シーズン2 #11
『献身』

30[二]★[HD]
【帯】
Dr. HOUSE シーズン2 #13
『心と体』

16:30

13:00 00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン1 #3
『謎のウィルス』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン1 #6
『鉄道破壊計画』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン1 #9
『スナイパーの心理』

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 
#4
『追われる科学者』

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]★[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』

14:00

14:30 14:30 14:30

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』

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 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 
#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 
#7
『固い友情』

14:00

11:00

11:30 11:30 11:30

12:00 00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン1 #2
『銀行強盗集団』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン1 #5
『少女誘拐事件』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン1 #8
『えん罪の可能性』

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12 
#3
『ダッキーの帰郷』

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』

12:00

12:30 12:30 12:30

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 #22
『宇宙300年の旅』

11:00 00★[HD][字][新]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン1 #1
『数字がすべて』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン1 #4
『危険な高層ビル』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン1 #7
『偽札事件を追え』

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 
#2
『途絶えた伝言』

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』

09:30

10:00 10:00 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]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン20 #19
『僕の愛しい人』

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

09:30 30[二][HD]
トランスプラント 戦場から来た救命医 
シーズン2 #3
『切断』

30[二][HD]
SPY CITY ～ベルリン 1961～ #2
『過去』

09:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD][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)』

10:30 10:30

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

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 #23『プロジェクト第二段階の法則』

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 #21
『エコス・ナチスの恐怖』

07:30

55[二][HD]
スタートレック：ピカード #7
『ネペンテ』

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 00★[終][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 #24『訪れた不協和音の法則』

09:00

00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン2 #13
『哀しい復讐』

00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン2 #15
『３日目の恐怖』

00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン2 #17
『愚かな妄想』

08:00 08:00

08:30

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン3 #3
『クワークの結婚』

06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00★[HD][字]
【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]
【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]
【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』

07:00

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン2 #25
『疑惑の法廷』

00[二]★[終][CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン2 #26
『新たなる脅威』

00[二]★[CC][新]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン3 #1
『ドミニオンの野望　前編』

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン3 #2
『ドミニオンの野望　後編』



スーパー！ドラマTV 番組表 2023年3月

スーパー！ドラマＴＶ 2023.03.06-2023.03.12
2023.03.06 2023.03.07 2023.03.08 2023.03.09 2023.03.10 2023.03.11 2023.03.12

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。

27:00

27:30 27:30 27:30

27:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン1 #12
『未確認飛行物体』

28:30

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #2
『誘拐事件の真相』

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

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #8
『隠された写真』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #11
『放火捜査のカギ』

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)』

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 
#18
『狙われた留守宅』

00[二]★[HD][新]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン 
#1
『皮を剥ぐ男』

29:30 29:30 29:30

00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
スタートレック：ピカード #6
『不可能の箱』

00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
スタートレック：ピカード #8
『真実の断片』

29:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
スタートレック：ピカード #4
『無垢なる自己』

00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
スタートレック：ピカード #5
『スターダスト・シティ・ラグ』

28:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン1 #3
『世界はあなたのもの』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン1 #4
『夢の材料』

00[二]★[CC][HD]
【帯】【クロスオーバースペシャル】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン22 #13
『モーテル連続怪死事件』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン1 #5
『模造品』

00[二]★[CC][HD]
【帯】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン1 #6
『暴かれた正体』

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 
#20
『行方不明の拳銃』

00[HD]
インフォメーション

29:00

28:00

28:30

55[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
スタートレック：ピカード #7
『ネペンテ』

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 
#19
『積年の思い』

28:00

28:30

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 
#17
『華麗なるペテン師』

00[5.1]★[終][HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン21 #10
『黒と青』

26:00

26:30 26:30 26:30

26:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン1 #11
『セイバーメトリクス』

00[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #1
『正義への報復』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #4
『小さな目撃者』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #7
『データマイニング』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #10
『所有権争い』

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 
#16
『偽名の足跡』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン21 #9
『虚飾の果て』

25:00

25:30 25:30 25:30

25:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン1 #10
『盗まれた核廃棄物』

00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン1 #13
『脱走犯の追跡』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #3
『狙われたスター』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #6
『狙われやすい標的』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #9
『姿なき告発者』

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 
#15
『敵討ち』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン21 #8
『解雇手当』

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: 組織犯罪特捜班 
シーズン2 #1
『正体不明の男』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
SPY CITY ～ベルリン 1961～ #3
『敵の敵』

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 
#21
『奉仕』

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 #22
『虐げられし者』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
トランスプラント 戦場から来た救命医 
シーズン2 #5
『故郷への思い』

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】
LAW & ORDER シーズン21 #7
『行き過ぎた教え』

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]
スタートレック：ピカード #8
『真実の断片』

00[二][HD]
トランスプラント 戦場から来た救命医 
シーズン2 #4
『割り切れない思い』

00[二][HD][新]
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン2 #1
『正体不明の男』

00[二][HD]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#21
『奉仕』

23:0000[二][HD]
SPY CITY ～ベルリン 1961～ #3
『敵の敵』

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 
#13
『名誉勲章の行方』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン21 #6
『邪悪なプレイ』

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]★[HD][新]
【スパドラ！２２】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン2 #1
『正体不明の男』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
SPY CITY ～ベルリン 1961～ #3
『敵の敵』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#21
『奉仕』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #22
『虐げられし者』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
トランスプラント 戦場から来た救命医 
シーズン2 #5
『故郷への思い』

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 
#12
『自国民テロリスト』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン21 #5
『依頼殺人』

21:00

21:30 21:30 21:30

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【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]
【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]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 
#10
『魔の三重奏』

00[5.1]★[HD][字]
【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[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 
#12
『殺しの連鎖』

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 
#11
『繰り返された悲劇』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン21 #4
『イン・オア・アウト』

20:00

20:30 20:30 20:30

20:00 00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン2 #19
『寄生』

00[終][HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン2 #21
『幻の天罰』

00[HD][字]
【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]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #4
『ＤＮＡの価値』

00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #6
『正義を貫け』

19:00

19:30 19:30 19:30

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12 
#19
『積年の思い』

18:00

18:30 18:30 18:30

19:00 00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン2 #18
『人間狩り』

00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン2 #20
『女性恐怖症』

00[HD][字][新]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #1
『家族崩壊の序章』

00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #3
『幼児誘拐事件の波紋』

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][字][新]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 
セレクション シーズン10 #1『２度目の結婚式の法則』

00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #5
『陰謀の結末』

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 
#20
『行方不明の拳銃』

00[5.1]★[HD][字]
スタートレック：ピカード #8
『真実の断片』

30[二]★[HD]
【帯】
Dr. HOUSE シーズン2 #15
『幸せな２人』

30[二]★[HD]
【帯】
Dr. HOUSE シーズン2 #17
『ポーカーフェイス』

30[二]★[HD]
【帯】
Dr. HOUSE シーズン2 #19
『ハウスvs神』

30[二]★[HD]
【帯】
Dr. HOUSE シーズン2 #21
『恐れる医師　後編』

30[二]★[HD]
【帯】
Dr. HOUSE シーズン2 #23
『父親探し』

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12 
#18
『狙われた留守宅』

00[HD]
インフォメーション

17:00

17:30 30★[HD][字][新]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン 
#1
『皮を剥ぐ男』

17:30

18:00 00[5.1][HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #21
『記憶の破片』

00[5.1][HD][字]
トランスプラント 戦場から来た救命医 
シーズン2 #4
『割り切れない思い』

00[5.1][HD][字][新]
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン2 #1
『正体不明の男』

00[5.1][HD][字]
SPY CITY ～ベルリン 1961～ #3
『敵の敵』

00[5.1][HD][字]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#21
『奉仕』

18:00

17:30 30[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 
#16
『偽名の足跡』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン21 #9
『虚飾の果て』

15:00

15:30 30[二]★[HD]
【帯】
Dr. HOUSE シーズン2 #14
『浮気の代償』

30[二]★[HD]
【帯】
Dr. HOUSE シーズン2 #16
『侵入者』

30[二]★[HD]
【帯】
Dr. HOUSE シーズン2 #18
『睡眠不足』

30[二]★[HD]
【帯】
Dr. HOUSE シーズン2 #20
『恐れる医師　前編』

30[二]★[HD]
【帯】
Dr. HOUSE シーズン2 #22
『罪悪感』

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12 
#17
『華麗なるペテン師』

00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン21 #10
『黒と青』

16:00

16:30

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 
#15
『敵討ち』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン21 #8
『解雇手当』

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 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 
#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 
#10
『魔の三重奏』

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』

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』

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 
#14
『規範と校訓』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン21 #7
『行き過ぎた教え』

13:00

13:30 13:30 13:30

13:00 00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン1 #12
『未確認飛行物体』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #2
『誘拐事件の真相』

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

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #8
『隠された写真』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #11
『放火捜査のカギ』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #10
『所有権争い』

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 
#13
『名誉勲章の行方』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン21 #6
『邪悪なプレイ』

12:00

12:30 12:30 12:30

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン21 #5
『依頼殺人』

11:00

11:30 11:30 11:30

12:00 00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン1 #11
『セイバーメトリクス』

00★[HD][字][新]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #1
『正義への報復』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #4
『小さな目撃者』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #7
『データマイニング』

11:00 00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン1 #10
『盗まれた核廃棄物』

00★[終][HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン1 #13
『脱走犯の追跡』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #3
『狙われたスター』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #6
『狙われやすい標的』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #9
『姿なき告発者』

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 
#12
『自国民テロリスト』

10:30 30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

00★[HD][字][新]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 
セレクション シーズン10 #1『２度目の結婚式の法則』

09:00

09:30 30[二][HD]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#20
『乱数』

30[二][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #21
『記憶の破片』

30[二][HD]
トランスプラント 戦場から来た救命医 
シーズン2 #4
『割り切れない思い』

30[二][HD][新]
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン2 #1
『正体不明の男』

30[二][HD]
SPY CITY ～ベルリン 1961～ #3
『敵の敵』

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 
#11
『繰り返された悲劇』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
LAW & ORDER シーズン21 #4
『イン・オア・アウト』

10:00

10:30 10:30

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン2 #19
『寄生』

00★[終][HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン2 #21
『幻の天罰』

00★[HD][字]
【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]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #4
『ＤＮＡの価値』

00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #6
『正義を貫け』

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

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[終][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 #24『訪れた不協和音の法則』

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 #23
『細菌戦争の果て』

07:30

08:00

07:00 00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン2 #18
『人間狩り』

00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン2 #20
『女性恐怖症』

00★[HD][字][新]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #1
『家族崩壊の序章』

00★[HD][字]
【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]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #5
『陰謀の結末』

00[二][HD]
スタートレック：ピカード #8
『真実の断片』

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 #24
『恐怖のコンピューターM・5』

08:30

09:00 00[HD]
インフォメーション

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン3 #9
『奪われたディファイアント』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン3 #10
『恋の感謝祭』

06:00

06:30 06:30 06:30

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン3 #4
『仮面の幻影』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン3 #5
『恐るべき過去』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン3 #6
『捨て子の秘密』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン3 #7
『暴徒制圧モード始動』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン3 #8
『次元移動惑星Ｍ』



スーパー！ドラマTV 番組表 2023年3月

スーパー！ドラマＴＶ 2023.03.13-2023.03.19
2023.03.13 2023.03.14 2023.03.15 2023.03.16 2023.03.17 2023.03.18 2023.03.19

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！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 
#6
『盗撮の代償』

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)】
SPY CITY ～ベルリン 1961～ #1
『ベートーヴェン作戦』

00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
SPY CITY ～ベルリン 1961～ #2
『過去』

00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
SPY CITY ～ベルリン 1961～ #3
『敵の敵』

00[二]★[HD]
【スパドラ！キャッチアップ(帯)】
SPY CITY ～ベルリン 1961～ #4
『暗殺』

29:0000[HD]
インフォメーション

30[HD][字][新]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 
セレクション シーズン10 #1『２度目の結婚式の法則』

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13 
#5
『アビーの格闘』

00[二]★[終][HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン 
#10
『そして最後に･･･』

28:00

28:30 28:30 28:30

28:00 00[二]★[CC][HD]
【帯】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン1 #7
『対決』

00[二]★[終][CC][HD]
【帯】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン1 #8
『正義とは』

00[二]★[HD][新]
【帯】
アフェア 情事の行方 
シーズン4[R15＋相当] #1
『エピソード1』

00[二]★[HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 
シーズン4[R15＋相当] #2
『エピソード2』

00[二]★[HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 
シーズン4[R15＋相当] #3
『エピソード3』

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13 
#4
『巧妙な罠』

00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン 
#9
『悪魔の血』

27:00

27:30 27:30 27:30

27:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #14
『臓器売買』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #17
『マインド・ゲーム』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #20
『狂った使命感』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #23
『アメリカン・ドリームの罠』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #2
『無差別強盗殺人事件 Part.2』

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13 
#3
『仮面夫婦』

00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン 
#8
『ファミリー・ツリー』

26:00

26:30 26:30 26:30

26:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #13
『賭けの代償』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #16
『追憶』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #19
『ハイスクール乱射事件』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #22
『闇からの挑戦状』

00[二]★[CC][HD][新]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #1
『無差別強盗殺人事件 Part.1』

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13 
#2
『長年の借り』

00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン 
#7
『シュレーディンガーの猫』

25:00

25:30 25:30 25:30

25:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #12
『報復の連鎖』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #15
『狙われたハイテクマシン』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #18
『イラク人女性弁護士』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #21
『FBI襲撃』

00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #24
『過去からのメッセージ』

24:00 00[5.1]★[HD][字][新]
【スパドラ！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 
#1
『死の淵で』

00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン 
#6
『デートの夜に』

24:00

24:30 24:30 24:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン2 #2
『新世界』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
SPY CITY ～ベルリン 1961～ #4
『暗殺』

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 
#22
『黄金』

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 #23
『冒険の先に』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
トランスプラント 戦場から来た救命医 
シーズン2 #6
『非情な知らせ』

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12 
#24
『幼き使者たち』

00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン 
#5
『狙われた兄弟』

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]
スタートレック：ピカード #9
『理想郷（前編）』

00[二][HD]
トランスプラント 戦場から来た救命医 
シーズン2 #5
『故郷への思い』

00[二][HD]
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン2 #2
『新世界』

00[二][HD]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#22
『黄金』

23:0000[二][HD]
SPY CITY ～ベルリン 1961～ #4
『暗殺』

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 
#23
『迷える若者』

00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン 
#4
『忙しい土曜日』

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]★[HD]
【スパドラ！２２】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン2 #2
『新世界』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
SPY CITY ～ベルリン 1961～ #4
『暗殺』

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

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！２２】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #23
『冒険の先に』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
トランスプラント 戦場から来た救命医 
シーズン2 #6
『非情な知らせ』

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 
#22
『疑惑のチャットルーム』

00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン 
#3
『復讐のアルバム』

21:00

21:30 21:30 21:30

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
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]
【帯】
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]
【帯】
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]
【帯】
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]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 
#17
『男の覚悟』

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 
#21
『戦場の通訳者』

00[二]★[HD]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン 
#2
『目覚め』

20:00

20:30 20:30 20:30

20:00 00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #8
『悪魔の子』

00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #10
『愚弄』

00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #12
『小さな少年の勇気』

00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #14
『偽装』

00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #16
『無防備なセックス』

00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #15
『死刑執行のカウントダウン』

19:00 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13 
#6
『盗撮の代償』

00[5.1]★[HD][字]
スタートレック：ピカード #9
『理想郷（前編）』

19:00

19:30 19:30 19:30

00★[終][HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン 
#10
『そして最後に･･･』

18:00

18:30 18:30 18:30

19:00 00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #7
『愛を貫く方法』

00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #9
『呪いを解く剣』

00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #11
『壊れた世界』

00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #13
『完璧な証拠』

18:00 00[5.1][HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #22
『虐げられし者』

00[5.1][HD][字]
トランスプラント 戦場から来た救命医 
シーズン2 #5
『故郷への思い』

00[5.1][HD][字]
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン2 #2
『新世界』

00[5.1][HD][字]
SPY CITY ～ベルリン 1961～ #4
『暗殺』

00[5.1][HD][字]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#22
『黄金』

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13 
#5
『アビーの格闘』

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][新]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
シーズン1 #1
『ローラ判事誕生』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
シーズン1 #3
『法廷で鳥が鳴く時』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
シーズン1 #5
『結婚の日』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
シーズン1 #7
『母と娘の正義』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
シーズン1 #9
『過去との対決』

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13 
#4
『巧妙な罠』

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13 
#3
『仮面夫婦』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン 
#9
『悪魔の血』

17:00

17:30 17:30

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13 
#2
『長年の借り』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン 
#7
『シュレーディンガーの猫』

15:00

15:30 30[二]★[終][HD]
【帯】
Dr. HOUSE シーズン2 #24
『幻覚』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
シーズン1 #2
『独創的な判事』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
シーズン1 #4
『陪審員の現場検証』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
シーズン1 #6
『スター裁判』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
シーズン1 #8
『親子の絆』

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★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン 
#8
『ファミリー・ツリー』

16:00

16:30

14:00 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13 
#1
『死の淵で』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン 
#6
『デートの夜に』

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 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！ひるのミステリー(帯)】
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！ひるのミステリー(帯)】
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！ひるのミステリー(帯)】
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！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 
#17
『男の覚悟』

16:30

13:00 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12 
#24
『幼き使者たち』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン 
#5
『狙われた兄弟』

13:00

13:30 13:30 13:30

13:00 00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #14
『臓器売買』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #17
『マインド・ゲーム』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #20
『狂った使命感』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #23
『アメリカン・ドリームの罠』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #2
『無差別強盗殺人事件 Part.2』

00★[HD][字][新]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #1
『無差別強盗殺人事件 Part.1』

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 
#23
『迷える若者』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン 
#4
『忙しい土曜日』

12:00

12:30 12:30 12:30

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン 
#3
『復讐のアルバム』

11:00

11:30 11:30 11:30

12:00 00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #13
『賭けの代償』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #16
『追憶』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #19
『ハイスクール乱射事件』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #22
『闇からの挑戦状』

11:00 00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #12
『報復の連鎖』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #15
『狙われたハイテクマシン』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #18
『イラク人女性弁護士』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #21
『FBI襲撃』

00★[終][HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン2 #24
『過去からのメッセージ』

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 
#22
『疑惑のチャットルーム』

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][字]
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 シーズン10 
#2『政府の極秘プロジェクトの法則』

09:00

09:30 30[二][HD]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#21
『奉仕』

30[二][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #22
『虐げられし者』

30[二][HD]
トランスプラント 戦場から来た救命医 
シーズン2 #5
『故郷への思い』

30[二][HD]
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン2 #2
『新世界』

30[二][HD]
SPY CITY ～ベルリン 1961～ #4
『暗殺』

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 
#21
『戦場の通訳者』

00★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
クリミナル・マインド ファイナル・シーズン 
#2
『目覚め』

10:00

10:30 10:30

00[HD]
インフォメーション

00[HD]
インフォメーション

00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #8
『悪魔の子』

00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #10
『愚弄』

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

00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #14
『偽装』

00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #16
『無防備なセックス』

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

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][新]
ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 
セレクション シーズン10 #1『２度目の結婚式の法則』

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 #25
『もう一つの地球』

07:30

08:00

07:00 00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #7
『愛を貫く方法』

00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #9
『呪いを解く剣』

00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #11
『壊れた世界』

00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #13
『完璧な証拠』

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

00[二][HD]
スタートレック：ピカード #9
『理想郷（前編）』

08:00

08:30 08:30 30[多]★[終][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 #26
『宇宙からの使者Mrセブン』

08:30

09:00 00[HD]
インフォメーション

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン3 #16
『新・金儲けの秘訣』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン3 #17
『ＤＳ９破壊工作』

06:00

06:30 06:30 06:30

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン3 #11
『２０２４年暴動の夜・前篇』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン3 #12
『２０２４年暴動の夜・後篇』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン3 #13
『バライルの死』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン3 #14
『可変種の定め』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン3 #15
『三匹の毒蛇』



スーパー！ドラマTV 番組表 2023年3月

スーパー！ドラマＴＶ 2023.03.20-2023.03.26
2023.03.20 2023.03.21 2023.03.22 2023.03.23 2023.03.24 2023.03.25 2023.03.26

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！イッキ見】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 
#16
『悲しい再会』

00[HD]
インフォメーション

29:00

29:30 29:30 29:30

28:00

28:30 28:30 28:30

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 
#20
『乱数』

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 
#21
『奉仕』

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 
#22
『黄金』

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 
#23
『愛妻』

29:00

00[二]★[HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 
シーズン4[R15＋相当] #5
『エピソード5』

00[二]★[HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 
シーズン4[R15＋相当] #7
『エピソード7』

00[二]★[HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 
シーズン4[R15＋相当] #8
『エピソード8』

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13 
#15
『REACT』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
CSI: ベガス #9
『天使と悪魔』

00[HD]
インフォメーション

30[HD][字]
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 シーズン10 
#2『政府の極秘プロジェクトの法則』

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13 
#14
『閉じ込められた潜水士』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
CSI: ベガス #8
『ドロドロの真実』

27:00

27:30 27:30 27:30

55[二]★[HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 
シーズン4[R15＋相当] #6
『エピソード6』

28:00 00[二]★[HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 
シーズン4[R15＋相当] #4
『エピソード4』

27:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #5
『チャーリーVSメーガン』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #7
『仕組まれた停電の謎』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #10
『マインドコントロール』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #13
『危険な宝探し』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #16
『2つの死の関連性』

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13 
#13
『デジャヴ』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
CSI: ベガス #7
『血塗られた白馬』

26:00

26:30 26:30 26:30

26:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #4
『二重スパイ』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #6
『暴かれた賭け』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #9
『恐怖の落とし穴』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #12
『カルト集団の家系図』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #15
『17年目の真実』

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13 
#12
『姉弟都市 前編』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
CSI: ベガス #6
『ピエロの涙』

25:00

25:30 25:30 25:30

25:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #3
『ホロコーストの悲劇』

00[5.1]★[終][HD][字]
SPY CITY ～ベルリン 1961～ #6
『壁』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #8
『薬物使用の方程式』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #11
『殺人チャットルーム』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #14
『暗殺者集団の目的』

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13 
#11
『長かりし旅路』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！イッキ見】
CSI: ベガス #5
『手段を選ばず』

24:00

24:30 24:30 24:30

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン2 #3
『ならず者エディ・ワグナー』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
SPY CITY ～ベルリン 1961～ #5
『暗い想像』

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 
#23
『愛妻』

00[5.1]★[終][HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #24
『過去のない男』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
トランスプラント 戦場から来た救命医 
シーズン2 #7
『コントロール』

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13 
#10
『血を分けた兄弟』

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

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][HD]
スタートレック：ピカード #10
『理想郷（後編）』

00[二]★[終][HD]
SPY CITY ～ベルリン 1961～ #6
『壁』

00[二][HD]
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン2 #3
『ならず者エディ・ワグナー』

00[二][HD]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#23
『愛妻』

23:0000[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)』

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13 
#9
『着せられた汚名』

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

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]★[HD]
【スパドラ！２２】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン2 #3
『ならず者エディ・ワグナー』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
SPY CITY ～ベルリン 1961～ #5
『暗い想像』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#23
『愛妻』

00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！２２】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #24
『過去のない男』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
トランスプラント 戦場から来た救命医 
シーズン2 #7
『コントロール』

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13 
#8
『想い出の人』

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

21:00

21:30 21:30 21:30

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
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]
【帯】
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]
【帯】
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]
【帯】
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]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 
#22
『戦場カメラマン』

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13 
#7
『シャーロックたちの推理』

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

20:00

20:30 20:30 20:30

20:00 00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #18
『それぞれの罪悪感』

00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #20
『ＤＮＡの落とし穴』

00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #22
『母親の資格』

00[5.1][終][HD][字]
SPY CITY ～ベルリン 1961～ #6
『壁』

00[HD][字][新]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン4 #1
『世間と自分を欺くウソ』

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13 
#16
『悲しい再会』

00[5.1]★[終][HD][字]
スタートレック：ピカード #10
『理想郷（後編）』

19:00

19:30 19:30 19:30

18:00

18:30 18:30 18:30

19:00 00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #17
『ゆがんだ妄想愛』

00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #19
『秘密が明らかになる瞬間』

00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #21
『母と娘の愛憎』

00[5.1][HD][字]
SPY CITY ～ベルリン 1961～ #5
『暗い想像』

00[終][HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #23
『魂の行き先』

18:00 00[5.1][HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #23
『冒険の先に』

00[5.1][HD][字]
トランスプラント 戦場から来た救命医 
シーズン2 #6
『非情な知らせ』

00[5.1][HD][字]
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン2 #3
『ならず者エディ・ワグナー』

00[5.1][HD][字]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#23
『愛妻』

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13 
#15
『REACT』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
CSI: ベガス #9
『天使と悪魔』

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

00[HD][字]
レイト×2ショー with 
ジェームズ・コーデン
『エル・ファニング、アンソニー・ラモス、
アップサール(22/4/19)』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
シーズン1 #11
『裁かれるローラ』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
シーズン1 #13
『ローラのジレンマ』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
シーズン1 #15
『疑惑の集団訴訟』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
シーズン1 #17
『過ちの償い方』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
シーズン1 #19
『消えない傷』

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13 
#14
『閉じ込められた潜水士』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
CSI: ベガス #8
『ドロドロの真実』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
CSI: ベガス #7
『血塗られた白馬』

17:00

17:30 17:30

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13 
#12
『姉弟都市 前編』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
CSI: ベガス #6
『ピエロの涙』

15:00

15:30 30[5.1]★[HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
シーズン1 #10
『情けと正義』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
シーズン1 #12
『法と倫理の狭間』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
シーズン1 #14
『痛みの解放』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
シーズン1 #16
『封鎖された裁判所』

30[5.1]★[HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
シーズン1 #18
『3人の法の道』

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13 
#13
『デジャヴ』

16:00

16:30

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13 
#11
『長かりし旅路』

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！イッキ見】
CSI: ベガス #5
『手段を選ばず』

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 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！ひるのミステリー(帯)】
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！ひるのミステリー(帯)】
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！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 
#21
『正義の行方』

00[二]★[HD]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 
#22
『戦場カメラマン』

16:30

13:00

13:30 13:30 13:30

13:00 00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #5
『チャーリーVSメーガン』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #10
『マインドコントロール』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #13
『危険な宝探し』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #16
『2つの死の関連性』

13:0000[二][HD]
トランスプラント 戦場から来た救命医 
シーズン2 #6
『非情な知らせ』

11:00 00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #3
『ホロコーストの悲劇』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #6
『暴かれた賭け』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #8
『薬物使用の方程式』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #11
『殺人チャットルーム』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #14
『暗殺者集団の目的』

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13 
#10
『血を分けた兄弟』

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

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13 
#7
『シャーロックたちの推理』

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

10:00

10:30 10:3030[HD]
インフォメーション

30[HD]
インフォメーション

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13 
#9
『着せられた汚名』

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

12:00

12:30 12:30 12:30

11:00

11:30 11:30 11:30

12:00 00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #4
『二重スパイ』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #7
『仕組まれた停電の謎』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #9
『恐怖の落とし穴』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #12
『カルト集団の家系図』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #15
『17年目の真実』

10:30

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3 
HD版 #2
『透明宇宙船』

08:30

09:00 00[HD]
インフォメーション

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13 
#8
『想い出の人』

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

00★[HD][字]
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 シーズン10 #3『カフェイン依存症の法則』

09:00

09:30 30[二][HD]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#22
『黄金』

30[二][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #23
『冒険の先に』

30[二][HD]
トランスプラント 戦場から来た救命医 
シーズン2 #6
『非情な知らせ』

30[二][HD]
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン2 #3
『ならず者エディ・ワグナー』

30[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)』

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

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

00[HD]
インフォメーション

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

00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #20
『ＤＮＡの落とし穴』

00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #22
『母親の資格』

00[二][終][HD]
SPY CITY ～ベルリン 1961～ #6
『壁』

00★[HD][字][新]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン4 #1
『世間と自分を欺くウソ』

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3 
HD版 #1
『盗まれたスポックの頭脳』

07:30

08:00

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン3 #23
『クワークの母』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン3 #24
『シャカールの乱』

06:00

06:30 06:30 06:30

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン3 #18
『老化促進テレパシー』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン3 #19
『鏡の裏のシスコ』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン3 #20
『姿なき連合艦隊　前篇』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン3 #21
『姿なき連合艦隊　後篇』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン3 #22
『夢の古代船』

07:00 00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #17
『ゆがんだ妄想愛』

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

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

00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #21
『母と娘の愛憎』

00[二][HD]
SPY CITY ～ベルリン 1961～ #5
『暗い想像』

00★[終][HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン3 #23
『魂の行き先』

00[二][終][HD]
スタートレック：ピカード #10
『理想郷（後編）』

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

30[HD][字]
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 シーズン10 
#2『政府の極秘プロジェクトの法則』

07:30



スーパー！ドラマTV 番組表 2023年3月

スーパー！ドラマＴＶ 2023.03.27-2023.03.31
2023.03.27 2023.03.28 2023.03.29 2023.03.30 2023.03.31 2023.04.01 2023.04.02

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。

29:30 29:30

28:00

28:30 28:30 28:30

29:00 29:00 29:00

27:00 27:00

27:30 27:30 27:30

55[5.1][HD][字][新]
アフェア 情事の行方 
ファイナル・シーズン［R15＋相当］ #1
『エピソード1』

28:00 00[二]★[HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 
シーズン4[R15＋相当] #9
『エピソード9』

00[二]★[終][HD]
【帯】
アフェア 情事の行方 
シーズン4[R15＋相当] #10
『エピソード10』

28:00

27:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #19
『飛行機墜落事故の目的』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #22
『テロリストの細胞』

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

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

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

00[5.1][HD][字]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#23
『愛妻』 30[HD]

インフォメーション

00[5.1][HD][字]
トランスプラント 戦場から来た救命医 
シーズン2 #7
『コントロール』

00[HD][字]
レイト×2ショー with 
ジェームズ・コーデン
『エル・ファニング、アンソニー・ラモス、ア
ップサール(22/4/19)』

00[HD][字]
レイト×2ショー with 
ジェームズ・コーデン
『ニコラス・ケイジ、アーロン・ポール、ロ
バート・ウィンストン(22/4/21)』

00[5.1][HD][字]
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン2 #4
『ある者の死は別の者の糧』

00[5.1][HD][字][新]
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
シーズン2 #1
『抗議デモの夜』29:30

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

26:00 26:00

26:30 26:30 26:30

25:00 25:00

25:30 25:30 25:30

26:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #18
『民主主義の危機』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #21
『囚人のジレンマ』

00[二]★[終][CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #24
『選ばれた二人』

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

25:00 00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #17
『タイムリミット』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #20
『DNAボマー事件』

00[二]★[CC][HD]
【スパドラ！よるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #23
『投資ファンドの幻想』

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

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

00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
トランスプラント 戦場から来た救命医 
シーズン2 #8
『痛みの記憶』

24:00 24:00

24:30 24:30 24:30

23:00 23:00

23:30 23:30 23:30

55[5.1]★[HD][字][新]
【スパドラ！字幕２４】
アフェア 情事の行方 
ファイナル・シーズン［R15＋相当］ #1
『エピソード1』

24:00 00[5.1]★[HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン2 #4
『ある者の死は別の者の糧』

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

00[5.1][HD][字]
【スパドラ！字幕２４】
トランスプラント 戦場から来た救命医 
シーズン2 #7
『コントロール』

23:00 00[二][終][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #24
『過去のない男』

00[二][HD]
トランスプラント 戦場から来た救命医 
シーズン2 #7
『コントロール』

00[二][HD]
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン2 #4
『ある者の死は別の者の糧』

00[5.1][HD][字][新]
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
シーズン2 #1
『抗議デモの夜』

00[二][終][HD]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#24
『憎悪』

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

22:00 00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン2 #4
『ある者の死は別の者の糧』

00[5.1]★[HD][字][新]
【スパドラ！２２】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
シーズン2 #1
『抗議デモの夜』

00[二]★[終][HD]
【スパドラ！２２】
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#24
『憎悪』

00[二][HD]
【スパドラ！２２】
トランスプラント 戦場から来た救命医 
シーズン2 #7
『コントロール』

00[二]★[HD]
【スパドラ！２２】
トランスプラント 戦場から来た救命医 
シーズン2 #8
『痛みの記憶』

20:00 00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン4 #3
『弱い者いじめ』

00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン4 #5
『秩序のない世界』

00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン4 #7
『捨てられた人形』

00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン4 #9
『罪の意識』

00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン4 #11
『堕ちた天使』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 
#3
『ダッキーの帰郷』

21:00 21:00

21:30 21:30 21:30

20:00 20:00

20:30 20:30 20:30

21:00 00[5.1]★[HD][字]
【帯】
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]★[終][HD][字]
【帯】
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][新]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 
#1
『深い森』

00[5.1]★[HD][字]
【帯】
NCIS ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 
#2
『途絶えた伝言』

19:00 00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン4 #2
『神聖な婚姻』

00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン4 #4
『欲情する魂』

00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン4 #6
『父親の愛し方』

00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン4 #8
『完ぺきな細胞』

00[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン4 #10
『ゆがんだ愛情』

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

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][終][HD][字]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #24
『過去のない男』

00[5.1][HD][字]
トランスプラント 戦場から来た救命医 
シーズン2 #7
『コントロール』

00[5.1][HD][字]
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン2 #4
『ある者の死は別の者の糧』

00[5.1][HD][字][新]
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
シーズン2 #1
『抗議デモの夜』

00[5.1][終][HD][字]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#24
『憎悪』

18:00 18:00

18:30 18:30 18:30

16:30 30[5.1]★[終][HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
シーズン1 #21
『初のリモート裁判』

30★[HD][字]
【帯】
発見！ファミリー・ルーツ 
『ブレア・アンダーウッド』

30★[HD][字]
【帯】
発見！ファミリー・ルーツ 
『リタ・ウィルソン』

30★[HD][字]
【帯】
発見！ファミリー・ルーツ 
『ラシダ・ジョーンズ』

30★[終][HD][字]
【帯】
発見！ファミリー・ルーツ 
『ポーラ・ディーン』

16:30 16:30

17:00 17:00 17:00

15:00 15:00

15:30 30[5.1]★[HD][字]
【帯】
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
シーズン1 #20
『差し伸べる手』

30★[HD][字][新]
【帯】
発見！ファミリー・ルーツ
『マーティン・シーン』

30★[HD][字]
【帯】
発見！ファミリー・ルーツ 
『リーバ・マッキンタイア』

30★[HD][字]
【帯】
発見！ファミリー・ルーツ 
『イーディ・ファルコ』

30★[HD][字]
【帯】
発見！ファミリー・ルーツ 
『ジェイソン・サダイキス』

15:30 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

16:00 16:00 16:00

13:00 00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #19
『飛行機墜落事故の目的』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #22
『テロリストの細胞』

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

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

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

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

14:00 14:00

14:30 14:30 14:30

13:00 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 ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 
#23
『海軍大将の娘』

00[二]★[終][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 
#24
『父への思い』

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

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

12:00 00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #18
『民主主義の危機』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #21
『囚人のジレンマ』

00★[終][HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #24
『選ばれた二人』

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

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

12:00 12:00

12:30 12:30 12:30

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

11:00 00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #17
『タイムリミット』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #20
『DNAボマー事件』

00★[HD][字]
【スパドラ！ひるのミステリー(帯)】
NUMBERS 天才数学者の事件ファイル 
シーズン3 #23
『投資ファンドの幻想』

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

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

11:00 11:00

11:30 11:30 11:30

09:30 30[二][HD]
NCIS: LA 極秘潜入捜査班 シーズン8 
#23
『愛妻』

30[二][終][CC][HD]
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン14 #24
『過去のない男』

30[二][HD]
トランスプラント 戦場から来た救命医 
シーズン2 #7
『コントロール』

30[二][HD]
LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班 
シーズン2 #4
『ある者の死は別の者の糧』

30[5.1][HD][字][新]
オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル 
シーズン2 #1
『抗議デモの夜』

09:30 09:30

10:00 10:00 10:00

08:00 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

00[HD]
インフォメーション

08:00 00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン4 #3
『弱い者いじめ』

00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン4 #5
『秩序のない世界』

00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン4 #7
『捨てられた人形』

00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン4 #9
『罪の意識』

00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン4 #11
『堕ちた天使』

00[HD]
インフォメーション

09:00 09:00

00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン4 #10
『ゆがんだ愛情』

07:00 07:00

07:30 07:30 07:30

06:00 06:00

06:30 06:30 06:30

07:00 00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン4 #2
『神聖な婚姻』

00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン4 #4
『欲情する魂』

00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン4 #6
『父親の愛し方』

00★[HD][字]
【帯】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 
シーズン4 #8
『完ぺきな細胞』

06:00 00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン3 #25
『クルゾンの秘密』

00[二]★[終][CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン3 #26
『忍び寄る可変種の脅威』

00[二]★[CC][新]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン4 #1
『クリンゴンの暴挙　前篇』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン4 #2
『クリンゴンの暴挙　後篇』

00[二]★[CC]
【帯】
スタートレック／ディープ・スペース・ナイ
ン シーズン4 #3
『父と子』
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