
時代劇専門チャンネル　2023年1月編成表

01/26(木) 01/27(金) 01/28(土) 01/29(日) 01/30(月) 01/31(火) 02/01(水) 02/02(木) 02/03(金) 02/04(土)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

大岡越前 第4部 大岡越前 第4部 旗本退屈男 悪党狩り 大岡越前 第4部 大岡越前 第4部 大岡越前 第4部 大岡越前 第4部 大岡越前 第4部 旗本退屈男
#18 #10

#14 #15 #7 #15 #16 #17 主演：加藤剛 #19 #20 主演：市川右太衛門
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00

暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 旗本退屈男 悪党狩り 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 旗本退屈男
#153 #155

#151 #152 #8 #16  5:55 映画「仕掛人・藤枝梅安」ナビ #154 主演：松平健 #156 #157 #11
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

御家人斬九郎４ ［終］　御家人斬九郎４ 旗本退屈男 悪党狩り ［新］　御家人斬九郎５ 御家人斬九郎５ 御家人斬九郎５ 御家人斬九郎５ 御家人斬九郎５ 旗本退屈男
#1 #3

#9 #10 #9 #17 主演：渡辺謙 #2 主演：渡辺謙 #4 #5 #12
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 【北大路欣也劇場】  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00

大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 吉宗評判記　暴れん坊将軍 ご存知！旗本退屈男　Ⅲ 大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 吉宗評判記　暴れん坊将軍
#19 #82

#15 #16 #79  #17 #18 主演：加藤剛 #20 #21 主演：松平健
8:00  8:00  8:00  8:00 主演：北大路欣也  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

［新］　盤嶽の一生 盤嶽の一生 吉宗評判記　暴れん坊将軍 盤嶽の一生 盤嶽の一生 盤嶽の一生 盤嶽の一生 盤嶽の一生 吉宗評判記　暴れん坊将軍
#1 #5

主演：役所広司 #2 #80 #3 #4 主演：役所広司 #6 #7 #83
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【鬼平クラシックス】  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00

夜桜お染 夜桜お染 吉宗評判記　暴れん坊将軍 鬼平犯科帳'71 夜桜お染 夜桜お染 夜桜お染 夜桜お染 ［終］　夜桜お染 吉宗評判記　暴れん坊将軍
#8

#4 #5 #81 #23 #6 #7 主演：若村麻由美 #9 #10 #84
10:00 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】 10:00 【池波正太郎劇場】 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】

暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳１ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 鬼平犯科帳スペシャル
泥鰌の和助始末 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ #174 見張りの糸

#170 #171  #24 #172 #173 主演：松平健 #175 #176  
11:00 11:00 11:00 11:00 【池波正太郎劇場】 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

子連れ狼 第2部 子連れ狼 第2部 主演：中村吉右衛門 剣客商売４ 子連れ狼 第2部 子連れ狼 第2部 子連れ狼 第2部 子連れ狼 第2部 子連れ狼 第2部 主演：中村吉右衛門
#14

#10 #11 11:45 生活情報の時間 #5 #12 #13 主演：北大路欣也 #15 #16 11:45 生活情報の時間
12:00 12:00 12:00　特選！大江戸買い物帳 12:00 12:00　池波正太郎の江戸料理帳 12:00　特選！大江戸買い物帳 12:00 12:00 12:00 12:00　特選！大江戸買い物帳 12:00

おひるの生活情報の時間 ベストセレクション 大岡越前 第6部 ～映画「仕掛人・藤枝梅安」裏の世界～ ベストセレクション おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 ベストセレクション 大岡越前 第6部
12:30　メイキング・オブ・ 12:30 12:30　オリジナル時代劇 12:30　池波正太郎の江戸料理帳 12:30 12:30　隠密剣士 12:30 12:30　池波正太郎の江戸料理帳 #16
映画「仕掛人・藤枝梅安」 隠密剣士　#7 #13 三屋清左衛門残日録 ～映画「仕掛人・藤枝梅安」裏の世界～ 隠密剣士　#8 #9　主演：荻島真一 隠密剣士　#10 ～映画「仕掛人・藤枝梅安」裏の世界～ 主演：加藤剛

13:00 13:00 13:00 【新・藤沢周平劇場】 13:00 13:00 【鬼平クラシックス】 13:00 【新・藤沢周平劇場】 13:00
快刀！夢一座七変化 新・腕におぼえあり 大岡越前 第6部  鬼平犯科帳'71 13:00 13:00 13:00 新・腕におぼえあり 大岡越前 第6部

よろずや平四郎活人剣 主演：北大路欣也 鬼平犯科帳１ 剣客商売２ 快刀！夢一座七変化 よろずや平四郎活人剣
#6 #10 #14  #19 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#11 #10　主演：藤田まこと #7　主演：三田村邦彦 #11　主演：高嶋政伸 #17

14:00 14:00  14:00
14:00 14:00 大岡越前 第6部 14:15 生活情報の時間 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 大岡越前 第6部

鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳スペシャル 14:30 【福本清三主演 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳スペシャル
山吹屋お勝 兇賊 #15 映画「太秦ライムライト」】 一本眉 引き込み女 雨引の文五郎 高萩の捨五郎 一寸の虫 #18

15:00 15:00 【北大路欣也劇場】 （映画） 15:00 【北大路欣也劇場】
主演：中村吉右衛門 主演：中村吉右衛門 ご存知！旗本退屈男　Ⅳ 太秦ライムライト 主演：中村吉右衛門 主演：中村吉右衛門 主演：中村吉右衛門 主演：中村吉右衛門 主演：中村吉右衛門 ご存知！旗本退屈男　Ⅴ

 
15:50　池波正太郎の江戸料理帳 15:45 生活情報の時間  15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間  

16:00 ～映画「仕掛人・藤枝梅安」裏の世界～ 16:00 主演：北大路欣也 主演：福本清三 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 主演：北大路欣也
16:20 必殺仕掛人 必殺仕掛人 必殺仕掛人 必殺仕掛人 必殺仕掛人 必殺仕掛人

剣客商売 16:30　メイキング・オブ・ #9
婚礼の夜 #6 16:45 生活情報の時間 映画「仕掛人・藤枝梅安」 #7 #8 主演：緒形拳 #10 #11 16:45 生活情報の時間

17:00  17:00 17:00 【池波正太郎劇場】 17:00 【池波正太郎劇場】 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 【池波正太郎劇場】
大岡越前 第7部 剣客商売 鬼平犯科帳１ 大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 剣客商売

主演：北大路欣也 御老中暗殺 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ #24 剣の誓約
#21  #18 #22 #23 主演：加藤剛 #25 #26  

18:00 18:00 主演：北大路欣也 18:00 【池波正太郎劇場】 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
暴れん坊将軍Ⅲ ［終］　剣客商売３ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 主演：北大路欣也

18:30 #24
生中継！ #21 #5 #22 #23 主演：松平健 #25 #26 18:55 映画「仕掛人・藤枝梅安」ナビ　#3

19:00 映画『仕掛人・藤枝梅安』 19:00 19:00　TV初放送！ 19:00　オリジナル時代劇 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
完成披露舞台挨拶 ［終］　子連れ狼　完結編 【＜3ヵ月(1-3月)連続＞市川雷蔵主演 【＜池波正太郎生誕100年企画＞ ［新］　雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 公開収録！

「大菩薩峠<４Ｋデジタル修復版>」 ＜3ヵ月(1-3月)連続＞池波正太郎原作 #1 #3 新たな鬼平・松本幸四郎
#10 ３部作TV初放送】 オリジナル時代劇の軌跡】 主演：山崎努 #2 主演：山崎努 #4 #5  特別番組 第四弾

20:00 20:00　オリジナル時代劇 20:00 大菩薩峠 闇の狩人 前篇 20:10 映画「仕掛人・藤枝梅安」ナビ 20:10 映画「仕掛人・藤枝梅安」ナビ　#5 20:10 映画「仕掛人・藤枝梅安」ナビ　#1 20:10 映画「仕掛人・藤枝梅安」ナビ　#2 ～四代目鬼平・中村吉右衛門編～

【＜池波正太郎生誕100年企画＞ はぐれ狼 ＜4Kデジタル修復版＞ 主演：中村梅雀 20:15 20:15 20:15 20:15 出演：松本幸四郎
＜3ヵ月(1-3月)連続＞池波正太郎原作 20:30　池波正太郎の江戸料理帳 20:30　メイキング・オブ・ 薩摩飛脚 御用牙 刺客街道 花笛伝奇
オリジナル時代劇の軌跡】  主演：市川雷蔵 ～映画「仕掛人・藤枝梅安」裏の世界～ 映画「仕掛人・藤枝梅安」 鬼平犯科帳スペシャル

21:00 池波正太郎時代劇スペシャル 主演：中村梅之助 21:00　メイキング・オブ・ 21:00 21:00     引き込み女
「雨の首ふり坂」 映画「仕掛人・藤枝梅安」 無明剣走る 荒木又右衛門 主演：平幹二朗 主演：渡辺謙 主演：加藤剛 主演：松方弘樹 主演：中村吉右衛門
主演：中村梅雀 21:30 決闘鍵屋の辻 21:30

21:55 映画「仕掛人・藤枝梅安」ナビ 21:55 映画「仕掛人・藤枝梅安」ナビ ［解］　岡っ引どぶ１   ［解］　岡っ引どぶ３
22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 主演：田村正和 22:00 【新・藤沢周平劇場】 ―流人島殺人事件―

22:00 新・腕におぼえあり  主演：高橋英樹 22:00 22:00 22:00 新・腕におぼえあり  
快刀！夢一座七変化 よろずや平四郎活人剣 主演：田中邦衛 鬼平犯科帳１ ［終］　剣客商売２ 快刀！夢一座七変化 よろずや平四郎活人剣

#7 #11 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ #11 #8 #12 主演：田中邦衛
23:00 23:00 23:00 23:00 【時代劇プレミアム23】 #12

かあちゃん 23:00 【時代劇プレミアム23】 23:00 23:00 23:00
長七郎江戸日記スペシャル 長七郎江戸日記スペシャル 23:30 長七郎江戸日記スペシャル 23:20 長七郎江戸日記スペシャル 長七郎江戸日記スペシャル 長七郎江戸日記スペシャル 23:30

海を渡る五十万両 長七郎立つ！ ［解］　岡っ引どぶ２ 主演：市原悦子 柳生の陰謀 長七郎江戸日記スペシャル 母は敵か？！正雪の陰謀 風雲！旗本奴と町奴 血闘　荒木又右衛門 ［解］　岡っ引どぶ４
0:00 江戸城の対決 ―京洛殺人事件―  0:00  怨霊見参！    ―謎の凧あげ連続殺人事件―

主演：里見浩太朗  （映画） 長七郎･弟と対決 主演：里見浩太朗  
 0:30　メイキング・オブ・ 主演：里見浩太朗 座頭市(1989) 主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗
映画「仕掛人・藤枝梅安」 主演：田中邦衛 勝新太郎ﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞｶｯﾄ 主演：里見浩太朗  0:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#1 主演：田中邦衛

1:00  1:00  1:00 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00
［新］　必殺仕事人Ⅴ 必殺仕事人Ⅴ 必殺仕事人Ⅴ 必殺仕事人Ⅴ 必殺仕事人Ⅴ 必殺仕事人Ⅴ 必殺仕事人Ⅴ

風雲竜虎編　#1 風雲竜虎編  1:30　池波正太郎の江戸料理帳 監督･主演：勝新太郎 風雲竜虎編 風雲竜虎編 風雲竜虎編　#5 風雲竜虎編 風雲竜虎編  1:30　メイキング・オブ・
主演：藤田まこと #2 ～映画「仕掛人・藤枝梅安」裏の世界～ #3 #4 主演：藤田まこと #6 #7 映画「仕掛人・藤枝梅安」

2:00
 2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00
座頭市物語【セレクション放送】 座頭市物語 座頭市物語 新・座頭市Ⅰ【セレクション放送】 新・座頭市Ⅰ 新・座頭市Ⅰ 新・座頭市Ⅱ【セレクション放送】 新・座頭市Ⅱ 新・座頭市Ⅲ 新・座頭市Ⅲ

#1　主演：勝新太郎 【セレクション放送】 #9 【セレクション放送】 #19 #1　主演：勝新太郎 【セレクション放送】 #6 【セレクション放送】 #14  #1 　主演：勝新太郎 【セレクション放送】 #10 【セレクション放送】 #4 【セレクション放送】 #12
3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00

座頭市物語 座頭市物語 座頭市物語 新・座頭市Ⅰ 新・座頭市Ⅰ 新・座頭市Ⅰ 新・座頭市Ⅱ 新・座頭市Ⅲ 新・座頭市Ⅲ 新・座頭市Ⅲ
【セレクション放送】 【セレクション放送】 【セレクション放送】 【セレクション放送】 【セレクション放送】 【セレクション放送】 【セレクション放送】 【セレクション放送】 #1 【セレクション放送】 【セレクション放送】

 #3 #16 #26 #4 #13 #27 #4  主演：勝新太郎  #6 #26
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【時代劇プレミアム23】

【特選！日替り時代劇】

【はじめての「座頭市」】

【午後のスペシャルアワー】

【特選！日替り時代劇】

編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。


