
時代劇専門チャンネル　2018年6月編成表

06/01(金) 06/02(土) 06/03(日)
4:00  4:00　【朝だよ！江戸の旋風】 （前日の続き）  4:00

同心部屋御用帳 江戸の旋風 変身忍者 嵐　#35
#18　主演：加山雄三  4:30　【銀幕の時代劇 黄金の10年】  4:30

4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 （映画） 変身忍者 嵐　#36
5:00  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】 ひばり捕物帖　かんざし小判  5:00

吉宗評判記 暴れん坊将軍  
人形佐七捕物帳

#174 主演：美空ひばり 佐七一番手柄
6:00  6:00 【朝だよ！遠山の金さん】  6:00  新番組スタート！！

名奉行 遠山の金さん 第2部 [新] 鬼平犯科帳４
#10　主演：松方弘樹 #1 主演：堤大二郎

6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 主演：中村吉右衛門  6:45
7:00  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【没後２００年 伊能忠敬】

大岡越前 第6部 鬼平犯科帳４ 四千万歩の男
#3 ～伊能忠敬～

主演：加藤剛 #2
8:00  8:00  8:00

暴れん坊将軍Ⅱ 鬼平犯科帳４

#5 #3 主演：橋爪功
9:00  9:00  9:00  9:00 【池波正太郎劇場】

名奉行 遠山の金さん 第4部 鬼平犯科帳４ 鬼平犯科帳７
#5

主演：松方弘樹 #4 #10
10:00 10:00 10:00【新･藤沢周平劇場】 10:00

ぼんくら２ 藤沢周平の人情しぐれ町 剣客商売４
#4

主演：岸谷五朗 #6 #10
11:00 11:00 11:00 【池波正太郎劇場】 11:00

同心部屋御用帳 江戸の旋風 長七郎江戸日記１
#37 鬼平犯科帳スペシャル #77

主演：加山雄三 引き込み女 主演：里見浩太朗
12:00 12:00 12:00

かるわざ剣法 長七郎江戸日記１
主演：中村吉右衛門

主演：中村雅俊 12:45 生活情報の時間 #78
13:00 13:00 13:00 13:00

[終] 平清盛　総集編 遠山の金さん 長七郎江戸日記１
第三部 #13

 主演：杉良太郎 #79
14:00 14:00 14:00

14:15 新作時代劇｢雨の首ふり坂｣ 遠山の金さん 【没後２００年 伊能忠敬】
ができるまで （映画）

14:45 生活情報の時間 #14 伊能忠敬
15:00 15:00 15:00 ―子午線の夢―

人形佐七捕物帳 遠山の金さん
#25

主演：林与一 #15
16:00 16:00 16:00 主演：加藤剛

同心部屋御用帳 江戸の旋風 暴れん坊将軍Ⅲ
#43 16:30 東映実録映画の世界

主演：加山雄三 #44 16:40 生活情報の時間
17:00 17:00 17:00 17:00 【池波正太郎劇場】

必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 暴れん坊将軍Ⅲ 鬼平犯科帳７
#10

主演：藤田まこと #45 #5
18:00 18:00 18:00 18:00

暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅲ 剣客商売４

#27 #46 #5
19:00 19:00 19:00 19:00　【銀幕の時代劇 黄金の10年】

名奉行 遠山の金さん 第4部 夜鷹百両 チャンネル初放送！
#18 （映画）

主演：松方弘樹 主演：大路恵美 血斗水滸傳　怒涛の対決
20:00 20:00 20:00 【池波正太郎劇場】

剣客商売'73
#10 鬼平犯科帳スペシャル

主演：加藤剛 泥鰌の和助始末 主演：市川右太衛門
21:00 21:00 21:00

大岡越前 第9部 チャンネル初放送！
#3 主演：中村吉右衛門 （映画）

主演：加藤剛 21:45 高倉健劇場のすべて 必殺始末人
22:00 22:00 22:00【新･藤沢周平劇場】

新選組血風録　#15 藤沢周平の人情しぐれ町
主演：栗塚旭 主演：田原俊彦

22:55 高倉健劇場のすべて #7 22:45 高倉健劇場のすべて
23:00 23:00 23:00 23:00 【池波正太郎劇場】

必殺仕掛人 【映画｢座頭市｣ｼﾘｰｽﾞ全26作完全放送】 [終] 鬼平犯科帳６
#19 （映画）

出演：緒形拳/林与一/山村聡 座頭市喧嘩太鼓 #11
0:00  0:00  0:00

破れ傘刀舟　悪人狩り 主演：勝新太郎 [終] 剣客商売３
#129　主演：萬屋錦之介  0:30 新作時代劇｢雨の首ふり坂｣

【時専Ｓ４０】 ができるまで #5
1:00  1:00      (アニメ)  1:00  1:00  新番組スタート！！

ゴールデンカムイ　#8 [新] 平清盛　総集編
 1:30      (アニメ) （舞台） 第一部

鬼平　#8 ミュージカル『薄桜鬼』
2:00  2:00 土方歳三 篇  

 2:05
（舞台）

ミュージカル『薄桜鬼』 浪人八景　雪太郎風流剣
3:00 沖田総司 篇

主演：矢崎広
主演：杉良太郎

主演：廣瀬大介  3:50 東映実録映画の世界  3:50 東映実録映画の世界
 4:00  4:00

スカパー！サービス(ch.292)、スカパー！プレミアムサービス(ch.662)、
スカパー！プレミアムサービス光(ch.662) でご視聴の方は
以下の番組を無料放送でお楽しみいただけます。

・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネル 高倉健劇場の作品紹介
・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネルpresents 高倉健劇場のすべて
・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネルpresents 東映実録映画の世界
・生活情報の時間
・(オリジナル番組) 新作時代劇｢雨の首ふり坂｣ができるまで

～池波正太郎が遺した渡世人たちの物語～
・(オリジナル番組) 改編特番

・6/3(日) あさ9:00 ～ 午後2:00 の番組 …

① <解>のついた作品は、スカパー！サービス(ch.292)、

スカパー！プレミアムサービス(ch.662)、

スカパー！プレミアムサービス光(ch.662)

でご視聴の方は、副音声にて解説放送をお楽しみいただけます。

6/11(月) ひる 1:00 ～ ｢怪盗鼠小僧といれずみ判官｣

6/30(土) 深夜12:00 ～ ｢快傑黒頭巾｣

② 【推】は、スカパー！Hybridcastサービス向けオススメ番組です。

【推】

【推】

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。
なお、各作品の出演者名については、誤解を避けるため必要な場合は記載しますが、そのほかの作品については番組のページをご確認ください。
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06/04(月) 06/05(火) 06/06(水) 06/07(木) 06/08(金) 06/09(土) 06/10(日)
 4:00　【朝だよ！江戸の旋風】  4:00　【朝だよ！江戸の旋風】  4:00　【朝だよ！江戸の旋風】  4:00　【朝だよ！江戸の旋風】  4:00　【朝だよ！江戸の旋風】  4:00  4:00
同心部屋御用帳 江戸の旋風 同心部屋御用帳 江戸の旋風 同心部屋御用帳 江戸の旋風 同心部屋御用帳 江戸の旋風 同心部屋御用帳 江戸の旋風 変身忍者 嵐　#37

#19 #20 #21 #22 #23 吉原悲恋  4:30
4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 ―忍びの女― 変身忍者 嵐　#38
 5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00
吉宗評判記 暴れん坊将軍 吉宗評判記 暴れん坊将軍 吉宗評判記 暴れん坊将軍 吉宗評判記 暴れん坊将軍 吉宗評判記 暴れん坊将軍

人形佐七捕物帳
#175 #176 #177 #178 #179 主演：田中美佐子 凶悪のけものを追え！！

 6:00 【朝だよ！遠山の金さん】  6:00 【朝だよ！遠山の金さん】  6:00 【朝だよ！遠山の金さん】  6:00 【朝だよ！遠山の金さん】  6:00 【朝だよ！遠山の金さん】

名奉行 遠山の金さん 第2部 名奉行 遠山の金さん 第2部 名奉行 遠山の金さん 第2部 名奉行 遠山の金さん 第2部 名奉行 遠山の金さん 第2部  6:05
#11 #12 #13 #14 #15 鬼平犯科帳４ 主演：堤大二郎

6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 #5  6:45
 7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【没後２００年 伊能忠敬】

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 鬼平犯科帳４ （映画）
#4 伊能忠敬

 7:55 東映実録映画の世界 #5 #6 #7 #8 #6 ―子午線の夢―

 8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00
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４

#6 #7 #8 #9 #10 #7 主演：加藤剛
 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【池波正太郎劇場】
名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 鬼平犯科帳４ 鬼平犯科帳７

#6 #7 #8 #9 #10 #8 #11
10:00 10:00 10:00 10:00  新番組スタート！！ 10:00 10:00【新･藤沢周平劇場】 10:00

ぼんくら２ ぼんくら２ [終] ぼんくら２ [新] 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 藤沢周平の人情しぐれ町 [終] 剣客商売４
#6

#5 10:55 高倉健劇場のすべて #7 #1 #2 #7 #11
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 【池波正太郎劇場】 11:00
同心部屋御用帳 江戸の旋風 同心部屋御用帳 江戸の旋風 同心部屋御用帳 江戸の旋風 主演：要潤 同心部屋御用帳 江戸の旋風 長七郎江戸日記１

鬼平犯科帳スペシャル
#38 #39 #40 11:45 高倉健劇場の作品紹介 #41 雨引の文五郎 #80

12:00  新番組スタート！！ 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
[新] 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 長七郎江戸日記１

#1 主演：中村吉右衛門
主演：加藤剛 #2 #3 #4 #5 12:45 生活情報の時間 #81

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00　【銀幕の時代劇 黄金の10年】 13:00 13:00
名奉行  遠山の金さん （映画） 遠山の金さん 長七郎江戸日記１

江戸城転覆！ 闇の狩人 侠客　幡隨院長兵衛 文五捕物絵図　男坂界隈 ひばり捕物帖　かんざし小判

女忍者の復讐     #16 #82
14:00 14:00　【銀幕の時代劇 黄金の10年】

主演：松方弘樹 遠山の金さん チャンネル初放送！
14:30 高倉健劇場の作品紹介 主演:中村橋之助(現･中村芝翫) 主演：美空ひばり （映画）
14:45 生活情報の時間 14:45 生活情報の時間 14:45 生活情報の時間 #17 血斗水滸傳　怒涛の対決
15:00 15:00  新番組スタート！！ 15:00 15:00

[終] 人形佐七捕物帳 ［新］　太閤記 太閤記 遠山の金さん
主演：村上弘明 主演：村上弘明 天下を獲った男・秀吉 天下を獲った男・秀吉

#26 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 #1 #2 #18 主演：市川右太衛門
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
同心部屋御用帳 江戸の旋風 同心部屋御用帳 江戸の旋風 同心部屋御用帳 江戸の旋風 主演:中村橋之助(現･中村芝翫) 同心部屋御用帳 江戸の旋風 暴れん坊将軍Ⅲ 男を金にする女

#46
#44 #45 16:55 高倉健劇場のすべて 16:45 生活情報の時間 #47 #47 主演：大原麗子

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 【池波正太郎劇場】
必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 暴れん坊将軍Ⅲ 鬼平犯科帳７

#11 #12 #13 #14 #15 #48 #6
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

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 暴れん坊将軍Ⅲスペシャル 剣客商売４
初富士の花嫁、

#28 #29 #30 #31 #32 吉宗の禁じられた恋！ #6
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 【映画｢座頭市｣ｼﾘｰｽﾞ全26作完全放送】

#22 主演：松平健 （映画）
#19 #20 #21 19:55 東映実録映画の世界 #23 19:45 生活情報の時間 座頭市喧嘩太鼓

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 【池波正太郎劇場】
剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 主演：勝新太郎

鬼平犯科帳スペシャル 20:30 新作時代劇｢雨の首ふり坂｣

#11 #12 #13 #14 #15 見張りの糸 ができるまで
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 チャンネル初放送！
主演：中村吉右衛門 （オリジナルビデオ）

#4 #5 #6 #7 #8 21:45 高倉健劇場のすべて 必殺始末人
22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00【新･藤沢周平劇場】 乱れ咲く女役者の夢舞台

新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 藤沢周平の人情しぐれ町
主演：田原俊彦

#16 #17 #18 #19 #20 #8 22:45 高倉健劇場のすべて
23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00  新番組スタート！！

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 【映画｢座頭市｣ｼﾘｰｽﾞ全26作完全放送】 【池波正太郎劇場】
（映画） [新] 鬼平犯科帳７　#1

#20 #21 #22 #23 #24 座頭市と用心棒 主演：中村吉右衛門
 0:00  0:00  0:00  新番組スタート！！  0:00  0:00  0:00  新番組スタート！！

破れ傘刀舟　悪人狩り [終] 破れ傘刀舟　悪人狩り [新] 人形佐七捕物帳　#1 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳　#3 [新] 剣客商売４
#130 #131 主演：林与一 #2  0:55 東映実録映画の世界 主演：勝新太郎 #1

主演：藤田まこと
 1:00  1:00      (アニメ)  1:00      (アニメ)  1:00      (アニメ)  1:00      (アニメ)  1:00  1:00

変身忍者 嵐　#39 赤胴鈴之助　#15 薄桜鬼　碧血録　#7 [終] 怪～ayakashi～ #11 ゴールデンカムイ　#9 春姿ふたり鼠小僧 平清盛　総集編
 1:30  1:30      (アニメ)  1:30      (アニメ)  1:30 新作時代劇｢雨の首ふり坂｣  1:30      (アニメ)  第二部

変身忍者 嵐　#40 赤胴鈴之助　#16 薄桜鬼　碧血録　#8 ができるまで 鬼平　#9  
 2:00  新番組スタート！！  2:00  2:00  2:00  2:00 主演：杉良太郎  

[新] 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録  2:15  2:05
#1 チャンネル初放送！ 【映画｢座頭市｣ｼﾘｰｽﾞ全26作完全放送】

主演：栗塚旭 #3 #5 #7 #9 （映画） （映画）
 3:00  3:00  3:00  3:00  3:00 必殺始末人 座頭市血煙り街道

新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録  
主演：勝新太郎

#2 #4 #6 #8 #10 主演：田原俊彦  3:50 東映実録映画の世界
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【時専Ｓ４０】

】

【推】 【推】

【推】

【推】

【推】

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。
なお、各作品の出演者名については、誤解を避けるため必要な場合は記載しますが、そのほかの作品については番組のページをご確認ください。
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06/11(月) 06/12(火) 06/13(水) 06/14(木) 06/15(金) 06/16(土) 06/17(日)
 4:00　【朝だよ！江戸の旋風】  4:00　【朝だよ！江戸の旋風】  4:00　【朝だよ！江戸の旋風】  4:00　【朝だよ！江戸の旋風】  4:00　【朝だよ！江戸の旋風】  4:00  4:00
同心部屋御用帳 江戸の旋風 同心部屋御用帳 江戸の旋風 同心部屋御用帳 江戸の旋風 同心部屋御用帳 江戸の旋風 同心部屋御用帳 江戸の旋風 チャンネル初放送！ 変身忍者 嵐　#39

#24 #25 #26 #27 #28 （映画）  4:30
4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 必殺始末人 変身忍者 嵐　#40
 5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00
吉宗評判記 暴れん坊将軍 吉宗評判記 暴れん坊将軍 吉宗評判記 暴れん坊将軍 吉宗評判記 暴れん坊将軍 吉宗評判記 暴れん坊将軍

主演：田原俊彦 音なし源　さの字殺し
#180 #181 #182 #183 #184  5:40 高倉健劇場の作品紹介  

 6:00 【朝だよ！遠山の金さん】  6:00 【朝だよ！遠山の金さん】  6:00 【朝だよ！遠山の金さん】  6:00 【朝だよ！遠山の金さん】  6:00 【朝だよ！遠山の金さん】  6:00
名奉行 遠山の金さん 第2部 名奉行 遠山の金さん 第2部 名奉行 遠山の金さん 第2部 名奉行 遠山の金さん 第2部 名奉行 遠山の金さん 第2部 鬼平犯科帳４

#16 #17 #18 #19 #20 主演：中村梅之助
6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 #9  6:45 新作時代劇｢雨の首ふり坂｣

 7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 ができるまで
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 鬼平犯科帳４  7:15

#9
 7:55 高倉健劇場のすべて #10 #11 #12 #13 #10 医師　問題無ノ介
 8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  

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４

#11 #12 #13 #14 #15 #11 出演:杉良太郎/小林直己
 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【池波正太郎劇場】
名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 鬼平犯科帳４ 鬼平犯科帳７

#11 #12 #13 #14 #15 #12 #12
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00【新･藤沢周平劇場】 10:00  新番組スタート！！

人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 藤沢周平の人情しぐれ町 [新] 剣客商売５
#6 #1

#3 #4 #5 10:55 東映実録映画の世界 #7 #8 主演：藤田まこと
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 【池波正太郎劇場】 11:00
同心部屋御用帳 江戸の旋風 同心部屋御用帳 江戸の旋風 同心部屋御用帳 江戸の旋風 同心部屋御用帳 江戸の旋風 同心部屋御用帳 江戸の旋風 長七郎江戸日記１

鬼平犯科帳スペシャル
#42 #43 #44 #45 #46 高萩の捨五郎 #83

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 長七郎江戸日記１

主演：中村吉右衛門
#6 #7 #8 #9 #10 12:45 生活情報の時間 #84

13:00 13:00 13:00 13:00 【山本周五郎原作時代劇特集！】 13:00 13:00
13:00 遠山の金さん 長七郎江戸日記１

<解>怪盗鼠小僧といれずみ判官 好色一代男 松本清張の異変街道 鬼平犯科帳スペシャル 【山本周五郎原作時代劇特集！】

 世之介の愛して愛して物語  山吹屋お勝 お助け信兵衛人情子守唄 #19 #85
14:00 【山本周五郎原作時代劇特集！】

遠山の金さん 14:00
主演：若山富三郎 主演：明石家さんま 主演：古谷一行 主演：中村吉右衛門 主演：高橋英樹 栄花物語

14:45 生活情報の時間 14:45 生活情報の時間 14:45 生活情報の時間 14:45 生活情報の時間 14:45 生活情報の時間 #20  
15:00 15:00 15:00 15:00 【山本周五郎原作時代劇特集！】 15:00

太閤記 太閤記 太閤記 ［終］　太閤記 15:00 遠山の金さん
天下を獲った男・秀吉 天下を獲った男・秀吉 天下を獲った男・秀吉 天下を獲った男・秀吉 国境を越えた男 主演：森繁久彌

#3 #4 #5 #6 主演：中村雅俊 #21
16:00 16:00 16:00  新番組スタート！！ 16:00 16:00 【山本周五郎原作時代劇特集！】

同心部屋御用帳 江戸の旋風 [終] 同心部屋御用帳 江戸の旋風 [新] 同心部屋御用帳 江戸の旋風Ⅱ 同心部屋御用帳 江戸の旋風Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅲ 16:00
#49 #1 みずぐるま

#48 16:55 高倉健劇場のすべて 主演：加山雄三 16:45 生活情報の時間 #2 #49 主演：江利チエミ
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00  新番組スタート！！ 17:00 17:00 【池波正太郎劇場】
必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 [終] 必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 [新] 暗闇仕留人 暴れん坊将軍Ⅲ 鬼平犯科帳７

#1
#16 #17 #18 #19 出演:藤田まこと/石坂浩二 #50 #7

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
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 暴れん坊将軍Ⅲ 剣客商売４

#33 #34 #35 #36 #37 #51 #7
19:00 19:00 19:00 19:00（オリジナル番組） 19:00 19:00 19:00
名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 [終] 名奉行 遠山の金さん 第4部 新作時代劇｢雨の首ふり坂｣ 雲霧仁左衛門 名古屋編 かるわざ剣法 【映画｢座頭市｣ｼﾘｰｽﾞ全26作完全放送】

#26 ができるまで （映画）
#24 #25 19:55 東映実録映画の世界 19:45 高倉健劇場の作品紹介 主演：松方弘樹 主演：中村雅俊 座頭市と用心棒

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 【池波正太郎劇場】
剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73

鬼平犯科帳スペシャル 主演：勝新太郎
#16 #17 #18 #19 #20 密告

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 チャンネル初放送！

主演：中村吉右衛門 （オリジナルビデオ）
#9 #10 #11 #12 #13 21:45 東映実録映画の世界 必殺始末人

22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00【新･藤沢周平劇場】 地獄に散った花びら二枚
新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 藤沢周平の人情しぐれ町 主演：田原俊彦

22:30 新作時代劇｢雨の首ふり坂｣

#21 #22 #23 #24 #25 #9 ができるまで
23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 【池波正太郎劇場】

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 （映画） 鬼平犯科帳７
たたら侍

#25 #26 #27 #28 #29  #2
 0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00

人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳　#8 剣客商売４
#4 #5 #6 #7  0:55 高倉健劇場のすべて 出演:青柳翔(劇団EXILE)

/小林直己(EXILE)/AKIRA(EXILE) #2
 1:00  1:00      (アニメ)  1:00      (アニメ)  1:00  新番組ｽﾀｰﾄ!!  1:00      (アニメ)  1:00

変身忍者 嵐　#41 赤胴鈴之助　#17 薄桜鬼　碧血録　#9  (アニメ)　[新] モノノ怪　#1 ゴールデンカムイ　#10  1:15（オリジナル番組） [終] 平清盛　総集編
 1:30  1:30      (アニメ)  1:30      (アニメ)  1:30      (アニメ)  1:30      (アニメ) 海を越えた日本刀 第三部

変身忍者 嵐　#42 赤胴鈴之助　#18 [終] 薄桜鬼　碧血録　#10 モノノ怪　#2 鬼平　#10 ～その美と魂の軌跡～
 2:00  2:00  2:00  2:00  2:00 出演:青柳翔(劇団EXILE)  

新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録  2:15  2:05
チャンネル初放送！ 【映画｢座頭市｣ｼﾘｰｽﾞ全26作完全放送】

#11 #13 #15 #17 #19 （オリジナルビデオ） （映画）
 3:00  3:00  3:00  3:00  3:00 必殺始末人 座頭市果し状

新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 乱れ咲く女役者の夢舞台
#12 #14 #16 #18 #20 主演：勝新太郎

 3:57 日本映画放送 番組審議委員会  3:57 日本映画放送 番組審議委員会  3:57 日本映画放送 番組審議委員会  3:57 日本映画放送 番組審議委員会  3:57 日本映画放送 番組審議委員会 主演：田原俊彦  3:50 東映実録映画の世界
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【時専Ｓ４０】

推】

【推】 【推】 【推】

【推】

【推】

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。
なお、各作品の出演者名については、誤解を避けるため必要な場合は記載しますが、そのほかの作品については番組のページをご確認ください。
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06/18(月) 06/19(火) 06/20(水) 06/21(木) 06/22(金) 06/23(土) 06/24(日)
 4:00　【朝だよ！江戸の旋風】  4:00　【朝だよ！江戸の旋風】  4:00　【朝だよ！江戸の旋風】  4:00　【朝だよ！江戸の旋風】  4:00　【朝だよ！江戸の旋風】  4:00  4:00
同心部屋御用帳 江戸の旋風 同心部屋御用帳 江戸の旋風 同心部屋御用帳 江戸の旋風 同心部屋御用帳 江戸の旋風 同心部屋御用帳 江戸の旋風 チャンネル初放送！ 変身忍者 嵐　#41

#29 #30 #31 #32 #33 （オリジナルビデオ）  4:30
4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 必殺始末人 変身忍者 嵐　#42
 5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】 乱れ咲く女役者の夢舞台  5:00
吉宗評判記 暴れん坊将軍 吉宗評判記 暴れん坊将軍 吉宗評判記 暴れん坊将軍 吉宗評判記 暴れん坊将軍 吉宗評判記 暴れん坊将軍

#185 主演：田原俊彦 剣客商売　誘拐
 5:55 改編特番 #186 #187 #188 #189  5:45 高倉健劇場のすべて  
 6:00 【朝だよ！遠山の金さん】  6:00 【朝だよ！遠山の金さん】  6:00 【朝だよ！遠山の金さん】  6:00  新番組スタート！！  6:00 【朝だよ！遠山の金さん】  6:00
名奉行 遠山の金さん 第2部 名奉行 遠山の金さん 第2部 [終] 名奉行 遠山の金さん 第2部 [新] 名奉行 遠山の金さん 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 鬼平犯科帳４

#21 #22 #23 #1 #2 主演：加藤剛
6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 #13  6:45 新作時代劇｢雨の首ふり坂｣

 7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 ができるまで
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  7:15

#14 鬼平犯科帳４
 7:55 東映実録映画の世界 #15 #16 #17 #18 医師　問題無ノ介２
 8:00  8:00  8:00  8:00  8:00 #14  

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
#17  8:30

#16  8:55 改編特番 #18 #19 #20 鬼平犯科帳４ 出演:杉良太郎/小林直己
 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【池波正太郎劇場】
名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 #15 鬼平犯科帳７

#20  9:30 高倉健劇場の作品紹介

#16 #17 #18 #19  9:55 改編特番  9:45 生活情報の時間 #13
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00【新･藤沢周平劇場】 10:00

人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 [終] 人形佐七捕物帳 藤沢周平の人情しぐれ町 剣客商売５
#9

#8 10:55 高倉健劇場のすべて #10 #11 #12 #9 #2
11:00 11:00 11:00 11:00  新番組スタート！！ 11:00 11:00 【池波正太郎劇場】 11:00
同心部屋御用帳 江戸の旋風 同心部屋御用帳 江戸の旋風 [終] 同心部屋御用帳 江戸の旋風 [新] 同心部屋御用帳 江戸の旋風Ⅱ 同心部屋御用帳 江戸の旋風Ⅱ 長七郎江戸日記１

#1 鬼平犯科帳スペシャル #86
#47 #48 #49 主演：加山雄三 #2 一寸の虫 11:55 改編特番

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部  長七郎江戸日記１

#13 主演：中村吉右衛門
#11 #12 12:55 改編特番 #14 #15 12:40 新作時代劇｢雨の首ふり坂｣ #87

13:00 13:00 13:00 ができるまで 13:00
チャンネル初放送！ 13:00 13:00 13:10 長七郎江戸日記１

名奉行  遠山の金さん 燃えて、散る 素浪人　花山大吉 鬼平犯科帳スペシャル 阿部一族 遠山の金さん
江戸城転覆！ 炎の剣士  兇賊  #22 #88

覗かれた赤毛の女 沖田総司 14:00 14:00　【銀幕の時代劇 黄金の10年】

主演：松方弘樹 遠山の金さん （映画）
14:30 高倉健劇場の作品紹介 主演：田原俊彦 出演：松方弘樹／田原俊彦 主演：中村吉右衛門 主演：山崎努 ひばり捕物帖　かんざし小判

14:45 生活情報の時間 14:45 生活情報の時間 14:45 生活情報の時間 14:45 生活情報の時間 14:45 生活情報の時間 #23  
15:00

15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 遠山の金さん 主演：美空ひばり
町奉行日記 かあちゃん さざん花の女 泥棒と若殿 上意討ち 15:40 高倉健劇場のすべて

主演：高橋英樹 主演：市原悦子 主演：秋吉久美子 主演：田中邦衛 主演：渡瀬恒彦 #24 15:45 生活情報の時間
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
同心部屋御用帳 江戸の旋風Ⅱ 同心部屋御用帳 江戸の旋風Ⅱ 同心部屋御用帳 江戸の旋風Ⅱ 同心部屋御用帳 江戸の旋風Ⅱ 同心部屋御用帳 江戸の旋風Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅲ 夜鷹百両

#5
#3 #4 16:55 高倉健劇場のすべて #6 #7 #52 主演：大路恵美

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 【池波正太郎劇場】
暗闇仕留人 暗闇仕留人 暗闇仕留人 暗闇仕留人 暗闇仕留人 暴れん坊将軍Ⅲ 鬼平犯科帳７

#2 #8
17:55 改編特番 #3 #4 #5 #6 #53 17:55 改編特番
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

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 暴れん坊将軍Ⅲ 剣客商売４
#41

#38 #39 #40 18:55 改編特番 #42 #54 #8
19:00  新番組スタート！！ 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00（オリジナル番組） 19:00

チャンネル初放送！ 名奉行 遠山の金さん 第5部 名奉行 遠山の金さん 第5部 名奉行 遠山の金さん 第5部 名奉行 遠山の金さん 第5部 新作時代劇｢雨の首ふり坂｣
[新] 名奉行 遠山の金さん #4 ができるまで 影狩り
第5部　#1　主演：松方弘樹 #2 #3 19:55 東映実録映画の世界 #5 19:45 生活情報の時間  
20:00 20:00 20:00  新番組スタート！！ 20:00 20:00 20:00 【池波正太郎劇場】

剣客商売'73 [終] 剣客商売'73 ＣＳ初放送！ 銀二貫 銀二貫
[新] 銀二貫　#1 鬼平犯科帳スペシャル 主演：村上弘明

#21 #22 主演：林遣都 #2 #3 浅草・御厩河岸 20:45 東映実録映画の世界
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00　【銀幕の時代劇 黄金の10年】

大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 チャンネル初放送！
主演：中村吉右衛門 （映画）

#14 #15 #16 #17 #18 21:45 東映実録映画の世界 血斗水滸傳　怒涛の対決
22:00 22:00【新･藤沢周平劇場】

[終] 新選組血風録 22:00 22:00 22:00 22:00 藤沢周平の人情しぐれ町
雲霧仁左衛門 江戸編 剣客商売３　#3 編笠十兵衛　#1 はぐれ狼

#26 主演：松方弘樹 主演：藤田まこと 主演：村上弘明  #10 主演：市川右太衛門
23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 【池波正太郎劇場】

必殺仕掛人 必殺仕掛人 必殺仕掛人 [終] 必殺仕掛人 [終] 藤沢周平の人情しぐれ町 鬼平犯科帳７
主演：中村梅之助

#30 #31 #32 #33 #11 #3
 0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00

人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳　#13 【没後２００年 伊能忠敬】 剣客商売４
#9 #10 #11 #12  0:55 高倉健劇場のすべて （映画） #3

伊能忠敬  0:50
 1:00  1:00      (アニメ)  1:00  新番組ｽﾀｰﾄ!!  1:00      (アニメ)  1:00      (アニメ) ―子午線の夢― （映画）

変身忍者 嵐　#43 赤胴鈴之助　#19 (ｱﾆﾒ) [新] 薄桜鬼　雪華録　#1 モノノ怪　#3 ゴールデンカムイ　#11 たたら侍
 1:30  1:30      (アニメ)  1:30      (アニメ)  1:30      (アニメ)  1:30      (アニメ)  

変身忍者 嵐　#44 赤胴鈴之助　#20 薄桜鬼　雪華録　#2 モノノ怪　#4 鬼平　#11
 2:00  2:00  2:00  2:00  新番組スタート！！  2:00 主演：加藤剛

新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 ［新］　太閤記 太閤記
天下を獲った男・秀吉 天下を獲った男・秀吉  2:30 出演:青柳翔(劇団EXILE)

#21 #23 #25 #1 #2 チャンネル初放送！ /小林直己(EXILE)/AKIRA(EXILE)

 3:00  3:00  3:00  3:00 （オリジナルビデオ）
新選組血風録 新選組血風録 [終] 新選組血風録 主演:中村橋之助(現･中村芝翫) 太閤記 必殺始末人  3:05 海を越えた日本刀

天下を獲った男・秀吉 地獄に散った花びら二枚 ～その美と魂の軌跡～
#22 #24 #26  3:50 東映実録映画の世界 #3 主演：田原俊彦 出演:青柳翔(劇団EXILE)

 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【時専Ｓ４０】

【田原俊彦出演ＴＶ長編２作品一挙放送！】

【山本周五郎原作時代劇特集！】

【池波正太郎ハードボイルド傑作選】

】

【推】

【推】

【推】

【推】

【推】

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。
なお、各作品の出演者名については、誤解を避けるため必要な場合は記載しますが、そのほかの作品については番組のページをご確認ください。



時代劇専門チャンネル　2018年6月編成表
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0:00

1:00

2:00
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06/25(月) 06/26(火) 06/27(水) 06/28(木) 06/29(金) 06/30(土)
 4:00　【朝だよ！江戸の旋風】  4:00　【朝だよ！江戸の旋風】  4:00　【朝だよ！江戸の旋風】  4:00　【朝だよ！江戸の旋風】  4:00　【朝だよ！江戸の旋風】 （前日の続き）
同心部屋御用帳 江戸の旋風 同心部屋御用帳 江戸の旋風 同心部屋御用帳 江戸の旋風 同心部屋御用帳 江戸の旋風 同心部屋御用帳 江戸の旋風  4:05

#34 #35 #36 #37 #38 チャンネル初放送！
4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 (ｵﾘｼﾞﾅﾙﾋﾞﾃﾞｵ) 必殺始末人
 5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】 地獄に散った花びら二枚
吉宗評判記 暴れん坊将軍 吉宗評判記 暴れん坊将軍 吉宗評判記 暴れん坊将軍 吉宗評判記 暴れん坊将軍 吉宗評判記 暴れん坊将軍 主演：田原俊彦

 5:30 新作時代劇｢雨の首ふり坂｣

#190 #191 #192 #193 #194 ができるまで
 6:00 【朝だよ！遠山の金さん】  6:00 【朝だよ！遠山の金さん】  6:00 【朝だよ！遠山の金さん】  6:00 【朝だよ！遠山の金さん】  6:00 【朝だよ！遠山の金さん】  6:00
名奉行 遠山の金さん 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 鬼平犯科帳４

#3 #4 #5 #6 #7
6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 #16
 7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00

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 鬼平犯科帳４
#19

 7:55 東映実録映画の世界 #20 #21 #22 #23 #17
 8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

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４

#21 #22 #23 #24 #25 #18
 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00
名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 [終] 鬼平犯科帳４

#21 #22 #23 #24 #25 #19
10:00 新作時代劇｢雨の首ふり坂｣ 10:00  新番組スタート！！ 10:00 10:00 10:00 10:00【新･藤沢周平劇場】

ができるまで [新] 江～姫たちの戦国～ 総集編 江～姫たちの戦国～ 総集編 江～姫たちの戦国～ 総集編 [終] 江～姫たちの戦国～ 総集編 藤沢周平の人情しぐれ町
10:30 改編特番 第一章 第二章 第三章 最終章 #10
10:45 生活情報の時間     10:55 改編特番
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
同心部屋御用帳 江戸の旋風Ⅱ 同心部屋御用帳 江戸の旋風Ⅱ 同心部屋御用帳 江戸の旋風Ⅱ 同心部屋御用帳 江戸の旋風Ⅱ 同心部屋御用帳 江戸の旋風Ⅱ [終] 藤沢周平の人情しぐれ町

#4
#3 11:55 高倉健劇場のすべて #5 #6 #7 #11

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 【池波正太郎劇場】
大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部

鬼平犯科帳スペシャル
#16 #17 #18 #19 #20 盗賊婚礼

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
必殺スペシャル チャンネル初放送！
恐怖の大仕事 必殺スペシャル 金山大爆破 鬼平犯科帳スペシャル 名奉行  遠山の金さん 主演：中村吉右衛門

水戸・尾張・紀伊 仕事人大集合 一本眉 江戸城転覆！ 13:45 生活情報の時間
覗かれた赤毛の女 14:00

主演：松方弘樹 遠山の金さん
主演：藤田まこと 主演：藤田まこと 主演：高橋英樹 主演：中村吉右衛門 14:30 新作時代劇｢雨の首ふり坂｣

14:45 生活情報の時間 14:45 生活情報の時間 ができるまで #25
15:00

15:00  新番組スタート！！ 15:00 15:00 15:00 15:00 遠山の金さん
[新] 仕掛人　藤枝梅安 仕掛人　藤枝梅安 仕掛人　藤枝梅安 仕掛人　藤枝梅安　#4 [終] 仕掛人　藤枝梅安 #26

#1 #2 #3 15:55 改編特番 #5 15:55 改編特番
主演：渡辺謙 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

16:15 同心部屋御用帳 江戸の旋風Ⅱ 同心部屋御用帳 江戸の旋風Ⅱ 同心部屋御用帳 江戸の旋風Ⅱ 同心部屋御用帳 江戸の旋風Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅲ
同心部屋御用帳 江戸の旋風Ⅱ #10

#9 16:55 高倉健劇場のすべて #11 #12 #55
#8 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00

17:10 暗闇仕留人 暗闇仕留人 暗闇仕留人 暗闇仕留人 暴れん坊将軍Ⅲ
暗闇仕留人

#7 #8 #9 #10 #11 #56
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

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 暴れん坊将軍Ⅲスペシャル
みちのく血判状！

#43 #44 #45 #46 #47 魔性の谷の決戦！！
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
名奉行 遠山の金さん 第5部 名奉行 遠山の金さん 第5部 名奉行 遠山の金さん 第5部 名奉行 遠山の金さん 第5部 名奉行 遠山の金さん 第5部 主演：松平健

#8 #9 19:40 改編特番
#6 #7 19:55 改編特番 19:55 東映実録映画の世界 #10 19:45 生活情報の時間

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 【池波正太郎劇場】
銀二貫 銀二貫 銀二貫 銀二貫 銀二貫

#4 鬼平犯科帳 THE FINAL
20:55 改編特番 #5 #6 #7 #8 前編 五年目の客
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 [終] 銀二貫
#9 主演：中村吉右衛門

#19 #20 #21 #22 21:55 改編特番 21:40 新作時代劇｢雨の首ふり坂｣

ができるまで
22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:10 【池波正太郎劇場】

（映画） 仕掛人・藤枝梅安 仕掛人 藤枝梅安スペシャル 仕掛人　藤枝梅安 鬼平犯科帳３　#18
仕掛人梅安 梅安乱れ雲 主演：中村吉右衛門 鬼平犯科帳 THE FINAL

23:00（オリジナル番組） 後編 雲竜剣
新作時代劇｢雨の首ふり坂｣

主演：萬屋錦之介 主演：小林桂樹 主演：渡辺謙 主演：岸谷五朗 ができるまで
23:45 高倉健劇場の作品紹介 23:50 改編特番 23:50 改編特番 23:50 改編特番 主演：中村吉右衛門
 0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00

人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳
#14 #15 #16 #17 #18 <解>快傑黒頭巾

 1:00  1:00      (アニメ)  1:00      (アニメ)  1:00      (アニメ)  1:00      (アニメ)  
変身忍者 嵐　#45 赤胴鈴之助　#21 薄桜鬼　雪華録　#3 モノノ怪　#5 ゴールデンカムイ　#12

 1:30  1:30      (アニメ)  1:30      (アニメ)  1:30      (アニメ)  1:30      (アニメ) 主演：若山富三郎
変身忍者 嵐　#46 赤胴鈴之助　#22 薄桜鬼　雪華録　#4 モノノ怪　#6 鬼平　#12  1:40

 2:00  2:00  2:00  2:00  2:00      (アニメ)
太閤記 [終] 鬼平　#13 大江戸桜吹雪　八千両の舞

天下を獲った男・秀吉 ［終］　太閤記 大岡政談　魔像 雁金屋草紙  2:30
#4 天下を獲った男・秀吉   主演：杉良太郎

 3:00 紫頭巾  3:00
太閤記 #6 黄金の秘密 変身忍者 嵐　#43

天下を獲った男・秀吉 主演：杉良太郎 主演：佐久間良子  3:30
#5  3:50 東映実録映画の世界  3:50 改編特番  3:50 東映実録映画の世界 主演：高橋英樹 変身忍者 嵐　#44

 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【時専Ｓ４０】

【池波正太郎ハードボイルド傑作選】

【池波正太郎ハードボイルド傑作選】

【推】

【推】

【推】

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。
なお、各作品の出演者名については、誤解を避けるため必要な場合は記載しますが、そのほかの作品については番組のページをご確認ください。


