
時代劇専門チャンネル　2019年3月編成表

03/01(金) 03/02(土) 03/03(日)
4:00 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】  4:00  4:00

鬼平犯科帳'69　#46 長七郎江戸日記２ 天皇の世紀
主演：初代 松本白鸚

4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 #46 #4
5:00  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00  5:00 【新･藤沢周平劇場】

暴れん坊将軍Ⅱ 長七郎江戸日記２ 神谷玄次郎捕物控
#7

#150 #47 主演：古谷一行
6:00  6:00 【朝だよ！遠山の金さん】  6:00  6:00 【司馬遼太郎劇場】

遠山の金さん　#6 長七郎江戸日記２ 新選組血風録
主演：松平健 #7

6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生 #48 主演：渡哲也
7:00  7:00 【朝だよ！大岡越前】  7:00  7:00

大岡越前 第13部　#5 遠山の金さん２ まんまこと
主演：加藤剛 #21 ～麻之助裁定帳～ #9

【懐かし日替り時代劇】 主演：杉良太郎 主演：福士誠治
8:00  8:00 隠密剣士 第九部  8:00  8:00 【宮部みゆき劇場】

傀儡忍法帖 #7 主演:大瀬康一 遠山の金さん２ ぼんくら２
 8:30若山富三郎劇場の作品紹介 #4
 8:45 生活情報の時間 #22 主演：岸谷五朗

9:00  9:00  9:00  9:00  新番組スタート！！
鬼平犯科帳'69 遠山の金さん２ [新] 次郎長　背負い富士

#63 #1
主演：初代 松本白鸚 #23 主演：中村雅俊

10:00 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】
暴れん坊将軍Ⅲ 【鶴田浩二主演｢次郎長三国志｣全4作完全放送!】 鬼平犯科帳１

(映画)
#8 続 次郎長三国志 #18

11:00 11:00 11:00
遠山の金さん捕物帳 剣客商売３

#44 主演：鶴田浩二
主演：中村梅之助 11:45 生活情報の時間 #3

12:00 12:00 12:00 12:00 【新･藤沢周平劇場】
大岡越前 第15部 暴れん坊将軍Ⅳ 神谷玄次郎捕物控

#11 （第４シリーズ） #8
主演：加藤剛 #15 主演：古谷一行

13:00 13:00 13:00 13:00
刺客請負人2 #4 暴れん坊将軍Ⅳ オリジナル時代劇

主演：村上弘明 （第４シリーズ）　#16 闇の歯車
【懐かし日替り時代劇】 【土曜特別席】

14:00 14:00 隠密剣士 第九部 特集･戦国の覇者～信長･秀吉･家康～ 原作：藤沢周平
傀儡忍法帖 #8 主演:大瀬康一 14:00チャンネル初放送！ 出演：瑛太/橋爪功
14:30若山富三郎劇場の作品紹介 (映画)
14:45 生活情報の時間 紅顔の若武者　織田信長 ※本編終了後に、本作の

15:00 15:00 劇場公開初日舞台挨拶
必殺仕掛人 の模様をお送りします

#9 主演:中村錦之助(萬屋錦之介) 15:30
出演：緒形拳/林与一/山村聡 15:45 生活情報の時間

16:00 16:00 16:00 鬼平犯科帳スペシャル
鬼平犯科帳'75 (映画) 泥鰌の和助始末

#9 ホラ吹き太閤記  
主演：丹波哲郎

17:00 17:00 主演：中村吉右衛門
長七郎江戸日記１ 17:10 【池波正太郎劇場】

#9 主演：植木等 鬼平犯科帳１
主演：里見浩太朗 #13

18:00 18:00 18:00 18:00
暴れん坊将軍Ⅲ 剣客商売２

徳川家康と三人の女
#24  #9

19:00 19:00 19:00
遠山の金さん捕物帳 【鶴田浩二主演｢次郎長三国志｣全4作完全放送!】

#52 主演：松平健 (映画)
主演：中村梅之助 次郎長三国志　第三部

20:00 20:00 20:00 【池波正太郎劇場】
次郎長三国志 #6
主演：高橋英樹 仕掛人 藤枝梅安スペシャル 主演：鶴田浩二

【特選！日替り時代劇】  20:45若山富三郎劇場の作品紹介

21:00 21:00 21:00  新番組スタート！！
かぶき者　慶次 #7 [新] 鬼平犯科帳７

主演：藤竜也 主演：渡辺謙 #1
【時専文庫】 主演：中村吉右衛門

22:00 22:00 【宮部みゆき劇場】 22:00 22:00
ぼんくら２ 鬼平犯科帳７

#5 隠密くずれ
主演：岸谷五朗 悪い奴から強請りとれ #2

23:00 【Edoテレ】 23:00
23:00 鬼平犯科帳７

新ＴＶ見仏記 #4 主演：松方弘樹
出演:みうらじゅん/いとうせいこう 23:45若山富三郎劇場の作品紹介 #3

0:00  0:00  0:00  0:00
[終] 浮浪雲 #20 天皇の世紀 鬼一法眼

主演：渡哲也 #23
【特選！日替り時代劇】 #5 主演：若山富三郎

1:00  1:00  1:00  1:00
かぶき者　慶次　#6 新・座頭市Ⅰ 鬼一法眼

主演：藤竜也 #16
【時専シンヤ】 主演：勝新太郎 #24

2:00  2:00      (アニメ)  2:00  2:00
どろろ　#8 新・座頭市Ⅰ 鬼一法眼

 2:30      (アニメ)
どろろ（1969）　#10 #17 #25

3:00  3:00  3:00  3:00
必殺仕事人Ⅲ 新・座頭市Ⅰ [終] 鬼一法眼

#37 #18 #26
 4:00  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 若山富三郎劇場の作品紹介
・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネルpresents 若山富三郎劇場のすべて
・生活情報の時間

・3/ 3(日) あさ 9:00 ～ ひる 1:00 の番組 …
よる 6:00 ～ よる 7:00 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。

・3/27(水) よる11:00 ～ ｢おんな牢秘抄｣

② 【推】は、スカパー！Hybridcastサービス向けオススメ番組です。

…
3/5(火) 深夜1:00 ～ 翌あさ7:00 (6時間)
放送機器メンテナンスのため、
一部CATVサービス[JDS(i-HITS含む)、JC-HITS]
及び、
auひかりTVサービス(ch.502)、
ひかりTVサービス(ch.461) 停波

【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梗概をご確認ください。



時代劇専門チャンネル　2019年3月編成表

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00

1:00

2:00

3:00

03/04(月) 03/05(火) 03/06(水) 03/07(木) 03/08(金) 03/09(土) 03/10(日)
4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 （前日の続き） 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】  4:00  4:00

鬼平犯科帳'69 鬼平犯科帳'69 鬼平犯科帳'69 鬼平犯科帳'69 荒木又右衛門 伊賀の決闘 天皇の世紀
#47 #48 主演：加藤剛 #49 #50

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 主演：里見浩太朗 #5
 5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00  5:00 【新･藤沢周平劇場】

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 神谷玄次郎捕物控
雲霧仁左衛門 長七郎江戸日記スペシャル

#151 #152  #153 #154 長七郎　大奥まかり通る #8
 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 【司馬遼太郎劇場】

遠山の金さん 遠山の金さん [終] 遠山の金さん [新] 夜桜お染 #1 新選組血風録
#7 #8 主演：萬屋錦之介 #9 主演：若村麻由美 主演：里見浩太朗

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  6:55若山富三郎劇場のすべて #8
 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  7:00

大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 遠山の金さん２ [終] まんまこと～
#6 #7 #8 #9 #10 ～麻之助裁定帳～

 7:55若山富三郎劇場のすべて #24 #10
 8:00　　　　(映画)  8:00  8:00  8:00  8:00 隠密剣士 第九部  8:00  8:00 【宮部みゆき劇場】

高瀬舟 夫婦旅日記 さらば浪人 風鈴捕物帳 眠狂四郎 傀儡忍法帖　#8 遠山の金さん２ ぼんくら２
#8 #3 #20  8:30若山富三郎劇場の作品紹介

主演：前田吟 出演：藤田まこと/中村玉緒 主演：西郷輝彦 主演：田村正和  8:45 生活情報の時間 #25 #5
 9:00  9:00  9:00  新番組スタート！！  9:00  9:00  9:00  9:00

鬼平犯科帳'69 [終] 鬼平犯科帳'69 [新] 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 遠山の金さん２ 次郎長　背負い富士
#1

#64 #65 主演：丹波哲郎 #2 #3 #26 #2
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】 10:00 【池波正太郎劇場】

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 鬼平犯科帳１
#10 剣客商売　辻斬り

#9 10:55若山富三郎劇場のすべて #11 #12 #13  #19
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 剣客商売３
主演：加藤剛

#45 #46 #47 #48 #49 11:45 生活情報の時間 #4
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 【新･藤沢周平劇場】

大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 暴れん坊将軍Ⅳ 神谷玄次郎捕物控
（第４シリーズ）

#12 #13 #14 #15 #16 #17 #9
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00

刺客請負人2 刺客請負人2 刺客請負人2 刺客請負人2 刺客請負人2 暴れん坊将軍Ⅳ オリジナル時代劇

#5 #6 #7 #8 #9 （第４シリーズ） 吹く風は秋
#18 原作：藤沢周平

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 隠密剣士 第九部 14:00 主演：橋爪功
銭形平次 #209 夫婦旅日記 さらば浪人 風鈴捕物帳 眠狂四郎 傀儡忍法帖　#9 暴れん坊将軍Ⅳ 14:20 歴史を訪ねて 日本の城

(セレクション放送) #9 #4 #21 14:30若山富三郎劇場の作品紹介 （第４シリーズ）　#19 第９シリーズ 一挙放送
主演：大川橋蔵 出演：藤田まこと/中村玉緒 主演：西郷輝彦 主演：田村正和 14:45 生活情報の時間 【土曜特別席】 14:45 生活情報の時間

15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 特集 ～五万回斬られた男～福本清三 15:00
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 15:00   ＣＳ初放送！

(映画) 鬼平犯科帳スペシャル
#10 #11 #12 #13 #14 太秦ライムライト 見張りの糸

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75

#12 主演：福本清三 主演：中村吉右衛門
#10 #11 16:55若山富三郎劇場のすべて #13 #14 16:45 生活情報の時間

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 【福本清三“海老反り”ｾﾚｸｼｮﾝ】 17:00 【池波正太郎劇場】
長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 暴れん坊将軍Ⅷ(第8ｼﾘｰｽﾞ) 鬼平犯科帳１

第11話“覗かれた大奥 女たちの陰謀”

#10 #11 #12 #13 #14 主演：松平健 #14
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 【福本清三“海老反り”ｾﾚｸｼｮﾝ】 18:00

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 暴れん坊将軍11　第10話 剣客商売２
“め組に舞い降りた天女！”

#25 #26 #27 #28 #29 主演：松平健 #10
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 【福本清三“海老反り”ｾﾚｸｼｮﾝ】 19:00

遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 あばれ八州御用旅３　第1話 【没後50年 市川雷蔵 不滅の美学】

#56 “帰ってきた白頭巾!仇討 人情に泣く女” (映画)
#53 #54 #55 19:55若山富三郎劇場のすべて #57 主演：西郷輝彦 眠狂四郎無頼剣

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00  新番組スタート！！
次郎長三国志 次郎長三国志 次郎長三国志 次郎長三国志 次郎長三国志 【池波正太郎劇場】

#7 #8 #9 #10 #11 [新] 仕掛人 藤枝梅安 主演：市川雷蔵
#1 20:45若山富三郎劇場の作品紹介

21:00 21:00 21:00  新番組スタート！！ 21:00 21:00 主演：渡辺謙 21:00
剣客商売２ #5 鬼平犯科帳１ #9 [新] 八丁堀の七人２ #1 織田信長 #11 かぶき者　慶次 21:25 (オリジナル番組) 鬼平犯科帳７

主演：藤田まこと 主演：中村吉右衛門 出演：片岡鶴太郎/村上弘明 主演：高橋英樹 #8 歴史を訪ねて 日本の城
第１シリーズ 一挙放送 #4

22:00 22:00  新番組スタート！！ 22:00新番組スタート!!CS初! 22:00 【司馬遼太郎劇場】 22:00 【宮部みゆき劇場】 22:00 22:00
次郎長　背負い富士 [新] 風の峠～銀漢の賦～ [新] 幕末グルメ ブシメシ！ 新選組血風録 ぼんくら２ 鬼平犯科帳７

#3 #1 #1 主演：瀬戸康史 #9 隠密くずれⅡ
主演：中村雅俊 出演：中村雅俊/柴田恭兵 22:45若山富三郎劇場の作品紹介 主演：渡哲也 #6 地獄の子守唄 #5

【Edoテレ】 23:00
23:00　ＣＳ初放送！ 23:00 23:00　　　　(映画) 23:00 鬼平犯科帳７

風雲児たち 荒木又右衛門 伊賀の決闘 高瀬舟 四千万歩の男 ナイツの素人包丁 #6 主演：松方弘樹
～蘭学革命（れぼりゅうし）篇～ 主演：里見浩太朗 主演：前田吟 ～伊能忠敬～ 出演：ナイツ 23:45若山富三郎劇場の作品紹介 #6

 0:00  0:00  0:00  新番組スタート！！
主演：片岡愛之助  0:00  0:00 牢獄の花嫁 天皇の世紀

 0:45若山富三郎劇場の作品紹介 鬼平犯科帳１ #8 大奥　華の乱スペシャル 主演：岡田英次 [新] 将軍 SHOGUN
【特選！日替り時代劇】 主演：中村吉右衛門  主演：橋爪功 【特選！日替り時代劇】 #6  [ノーカット字幕版]

 1:00  1:00 【特選！日替り時代劇】  1:00  1:00 #1
剣客商売２　#4  1:05　 織田信長 #10 かぶき者　慶次 新・座頭市Ⅰ 出演：リチャード･チェンバレン

主演：藤田まこと 剣客商売　辻斬り 主演：内山理名 主演：高橋英樹 #7 /三船敏郎/島田陽子
【時専シンヤ】  #19  1:45若山富三郎劇場の作品紹介

 2:00      (アニメ)  2:00  新番組ｽﾀｰﾄ!! ch初!  2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00  2:00
蟲師 続章　#7 (ｱﾆﾒ)[新] 戦国ＢＡＳＡＲＡ弐 #1 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－#39 どろろ　#9 新・座頭市Ⅰ

 2:30      (アニメ) 主演：加藤剛  2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ) 将軍 SHOGUN
蟲師 続章　#8 戦国ＢＡＳＡＲＡ弐　#2 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－#40 どろろ（1969）　#11 #20  [ノーカット字幕版]

 3:00  3:00  3:00  3:00  新番組スタート！！  3:00  3:00
[終] 必殺仕事人Ⅲ 牢獄の花嫁 [新] 必殺仕掛人 必殺仕掛人 新・座頭市Ⅰ #2

剣客商売　誘拐 #1
#38 主演：岡田英次 出演：緒形拳/林与一/山村聡 #2 #21

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

【懐かし日替り時代劇】

【懐かし日替り時代劇】

【特選！日替り時代劇】

【時専文庫】

【時代劇プレミアム23】

【特選！日替り時代劇】

【時専シンヤ】

【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梗概をご確認ください。
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03/11(月) 03/12(火) 03/13(水) 03/14(木) 03/15(金) 03/16(土) 03/17(日)
4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】  4:00  4:00

鬼平犯科帳'69 鬼平犯科帳'69 鬼平犯科帳'69 鬼平犯科帳'69 鬼平犯科帳'69 長七郎江戸日記２ 天皇の世紀
#51 #52 #53 #54 #55

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 #49 #6
 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  5:00 【新･藤沢周平劇場】

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 長七郎江戸日記２ 神谷玄次郎捕物控

#155 #156 #157 #158 #159 #50 #9
 6:00 【朝だよ！夜桜お染】  6:00 【朝だよ！夜桜お染】  6:00 【朝だよ！夜桜お染】  6:00 【朝だよ！夜桜お染】  6:00 【朝だよ！夜桜お染】  6:00  6:00 【司馬遼太郎劇場】

夜桜お染 夜桜お染 夜桜お染 夜桜お染 夜桜お染 長七郎江戸日記２ 新選組血風録
#2 #3 #4 #5 #6

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 #51 #9
 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  7:00  新番組スタート！！

大岡越前 第13部　#11 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 遠山の金さん２ [新] 風の峠～銀漢の賦～
 7:55若山富三郎劇場のすべて #12 #13 #14 #15 #1

#27 出演：中村雅俊/柴田恭兵
 8:00  8:00  8:00  8:00  8:00 隠密剣士 第九部  8:00  8:00 【宮部みゆき劇場】

銭形平次 #209 夫婦旅日記 さらば浪人 風鈴捕物帳 眠狂四郎 傀儡忍法帖　#9 遠山の金さん２ ぼんくら２
(セレクション放送)  8:30若山富三郎劇場の作品紹介

主演：大川橋蔵 #9 #4 #21  8:45 生活情報の時間 #28 #6
 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00

鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 遠山の金さん２ 次郎長　背負い富士

#4 #5 #6 #7 #8 #29 #3
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】 10:00 【池波正太郎劇場】

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 鬼平犯科帳１
#15 剣客商売　誘拐

#14 10:55若山富三郎劇場のすべて #16 #17 #18  #20
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 [終] 剣客商売３
主演：加藤剛

#50 #51 #52 #53 #54 11:45 生活情報の時間 #5
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 【新･藤沢周平劇場】

大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 暴れん坊将軍Ⅳ 神谷玄次郎捕物控
（第４シリーズ）

#17 #18 #19 #20 #21 #20 #10
13:00 13:00 13:00  新番組スタート！！ 13:00 13:00 13:00 13:00

刺客請負人2 [終] 刺客請負人2 [新] 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 暴れん坊将軍Ⅳ 【銀幕の時代劇 黄金の10年】

#10 #11 #2 #3 （第４シリーズ） チャンネル初放送！
#1 #21 (映画)

14:00 14:00 14:00 14:00 [終] 隠密剣士 第九部 14:00 若さま侍捕物帖　紅鶴屋敷
銭形平次 夫婦旅日記 さらば浪人 主演：要潤 眠狂四郎 傀儡忍法帖　#10 暴れん坊将軍Ⅳ

#210 14:30若山富三郎劇場の作品紹介 （第４シリーズ） 主演：大川橋蔵
(セレクション放送) #10 14:45 生活情報の時間 #22 14:45 生活情報の時間 #22 14:45 生活情報の時間

15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 【チョイ見せ！1話】 15:00
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 15:00幕末グルメ ブシメシ！

#1　主演：瀬戸康史 鬼平犯科帳スペシャル
#15 #16 #17 #18 #19 15:45 生活情報の時間 密告

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 【土曜特別席～特集･天知茂】

鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 16:00
#17 十六文からす堂 主演：中村吉右衛門

#15 #16 16:55若山富三郎劇場のすべて #18 #19 江戸占い謎を斬る 16:45 生活情報の時間
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 【池波正太郎劇場】

長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 鬼平犯科帳１
主演：天知茂

#15 #16 #17 #18 #19 17:55若山富三郎劇場のすべて #15
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

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 [終] 剣客商売２
十六文からす堂

#30 #31 #32 #33 #34 初夜は死の匂い #11
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00

遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 暴れん坊将軍Ⅲスペシャル
#61 主演：天知茂 将軍が消えた！？

#58 #59 #60 19:55若山富三郎劇場のすべて #62 19:45若山富三郎劇場の作品紹介 吉宗暗殺の渦巻く紀州和歌山

20:00 20:00 20:00　　　　(映画) 20:00新番組スタート!!CS初! 20:00 20:00 【池波正太郎劇場】
次郎長三国志 [終] 次郎長三国志 高瀬舟 [新] 山本周五郎時代劇 山本周五郎時代劇 仕掛人 藤枝梅安

#12 #13 主演：前田吟 武士の魂 #1 武士の魂 #2 主演：松平健
#2 20:45若山富三郎劇場の作品紹介

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
剣客商売２ 鬼平犯科帳１ 八丁堀の七人２ 織田信長 かぶき者　慶次 仕掛人 藤枝梅安 鬼平犯科帳７

#6 #10 #2 #12 #9
#3 #7

22:00 22:00 22:00 22:00 【司馬遼太郎劇場】 22:00 【宮部みゆき劇場】 22:00 22:00
次郎長　背負い富士 風の峠～銀漢の賦～ 幕末グルメ ブシメシ！ [終] 新選組血風録 [終] ぼんくら２ 鬼平犯科帳７

#2 隠密くずれⅢ
#4 #2 22:45若山富三郎劇場の作品紹介 #10 #7 消えた大名行列 #8

【Edoテレ】 23:00
23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 新ＴＶ見仏記 #5 鬼平犯科帳７

(映画) (映画) (映画) 沖田総司 出演:みうらじゅん/いとうせいこう 主演：松方弘樹
忍者武芸帖　百地三太夫 忍びの国 次郎長三国志　第三部 ―華麗なる暗殺者―  0:00新番組スタート!!CS初! 23:45若山富三郎劇場の作品紹介 #9

[新] 幕末グルメ ブシメシ！  0:00  0:00
主演：鶴田浩二 #1　主演：瀬戸康史 天皇の世紀

 0:45若山富三郎劇場の作品紹介 主演：郷ひろみ  0:45若山富三郎劇場の作品紹介 将軍 SHOGUN
主演：真田広之 主演：大野智 #7  [ノーカット字幕版]

 1:00  新番組スタート!!  1:00  1:00  1:00
 1:10     剣客商売２  1:10 鬼平犯科帳１ #9 [新] 八丁堀の七人２ #1 織田信長 かぶき者　慶次 新・座頭市Ⅰ #3

#5 主演：中村吉右衛門 出演：片岡鶴太郎/村上弘明 #11 #8
#22  1:45若山富三郎劇場の作品紹介

 2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00  2:00
蟲師 続章　#9 クロムクロ　#3 戦国ＢＡＳＡＲＡ弐　#3 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－#41 どろろ　#10 新・座頭市Ⅰ

 2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ) 将軍 SHOGUN
蟲師 続章　#10 クロムクロ　#4 戦国ＢＡＳＡＲＡ弐　#4 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－#42 どろろ（1969）　#12 #23  [ノーカット字幕版]

 3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00
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 新・座頭市Ⅰ #4

#3 #4 #5 #6 #7 #24
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【懐かし日替り時代劇】 【懐かし日替り時代劇】

【懐かし日替り時代劇】

【特選！日替り時代劇】

【特選！日替り時代劇】

【時専文庫】

【時代劇プレミアム23】

【特選！日替り時代劇】

【時専シンヤ】

【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梗概をご確認ください。
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03/18(月) 03/19(火) 03/20(水) 03/21(木･祝) 03/22(金) 03/23(土) 03/24(日)
4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】  4:00  4:00

鬼平犯科帳'69 鬼平犯科帳'69 鬼平犯科帳'69 鬼平犯科帳'69 鬼平犯科帳'69 長七郎江戸日記２ 天皇の世紀
#56 #57 #58 #59 #60

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 #52 #7
 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  5:00 【新･藤沢周平劇場】

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 長七郎江戸日記２ 神谷玄次郎捕物控

#160 #161 #162 #163 #164 #53 #10
 6:00 【朝だよ！夜桜お染】  6:00 【朝だよ！夜桜お染】  6:00 【朝だよ！夜桜お染】  6:00 【朝だよ！夜桜お染】  6:00  新番組スタート！！  6:00  6:00 【司馬遼太郎劇場】

夜桜お染 夜桜お染 夜桜お染 [終] 夜桜お染 [新] 盤嶽の一生 #1 長七郎江戸日記２ [終] 新選組血風録
#7 #8 #9 #10 主演：役所広司

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 #54 #10
 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  7:00

大岡越前 第13部　#16 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 [終] 遠山の金さん２ 風の峠～銀漢の賦～
 7:55若山富三郎劇場のすべて #17 #19 #20

#18 #30 #2
 8:00  8:00  8:00　　　　(映画)  8:00  8:00 [終] 隠密剣士 第九部  8:00  8:00 【宮部みゆき劇場】

銭形平次 夫婦旅日記 さらば浪人 高瀬舟 眠狂四郎 傀儡忍法帖　#10 【銀幕の時代劇 黄金の10年】 [終] ぼんくら２
#210  8:30若山富三郎劇場の作品紹介 (映画)

(セレクション放送) #10 主演：前田吟 #22  8:45 生活情報の時間 伝七捕物帖　幽霊飛脚 #7
 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00

鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 次郎長　背負い富士
主演：高田浩吉

#9 #10 #11 #12 #13  9:45 生活情報の時間 #4
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】 10:00 【池波正太郎劇場】

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 鬼平犯科帳１
#20 雲霧仁左衛門

#19 10:55若山富三郎劇場のすべて #21 #22 #23  #21
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00  新番組スタート！！

遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 [新] 剣客商売４
主演：萬屋錦之介 #1

#55 #56 #57 #58 #59 11:45 生活情報の時間 主演：藤田まこと
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 【新･藤沢周平劇場】

大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 [終] 大岡越前 第15部 暴れん坊将軍Ⅳ [終] 神谷玄次郎捕物控
（第４シリーズ）

#22 #23 #24 #25 #26 #23 #11
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00

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 暴れん坊将軍Ⅳ 【鶴田浩二主演｢次郎長三国志｣全4作完全放送!】

#4 #5 #6 #7 #8 （第４シリーズ） (映画)
#24 続 次郎長三国志

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00  新番組スタート！！ 【土曜特別席～特集･藤沢周平】

銭形平次 夫婦旅日記 さらば浪人 風鈴捕物帳 眠狂四郎 [新]姫君捕物控#1主演:加賀まりこ 14:00
#211 14:30若山富三郎劇場の作品紹介 残月の決闘 主演：鶴田浩二

(セレクション放送) #11 #5 #23 14:45 生活情報の時間 14:45 生活情報の時間
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00  15:00

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
主演：加藤剛 鬼平犯科帳スペシャル

#20 #21 #22 #23 #24 浅草・御厩河岸
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75
#22 宿命剣　鬼走り 主演：中村吉右衛門

#20 #21 16:55若山富三郎劇場のすべて #23 #24 16:45 生活情報の時間
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 【池波正太郎劇場】

長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 鬼平犯科帳１
主演：萬屋錦之介

#20 #21 #22 #23 #24 #16
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00  新番組スタート！！

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 [新] 剣客商売３
命捧げ候 #1

#35 #36 #37 #38 #39 ～夢追い坂の決闘～ 主演：藤田まこと
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00

遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 長七郎江戸日記スペシャル
主演：緒形拳 海を渡る五十万両

#63 #64 #65 #66 #67  
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 【池波正太郎劇場】 主演：里見浩太朗

山本周五郎時代劇 山本周五郎時代劇 山本周五郎時代劇 山本周五郎時代劇 山本周五郎時代劇 仕掛人 藤枝梅安 20:25 (オリジナル番組)
武士の魂 #3 武士の魂 #4 武士の魂 #5 武士の魂 #6 武士の魂 #7 歴史を訪ねて 日本の城

#4 第２シリーズ 一挙放送
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

剣客商売２ 鬼平犯科帳１ 八丁堀の七人２ [終] 織田信長 かぶき者　慶次 [終] 仕掛人 藤枝梅安 鬼平犯科帳７
#7 #11 #3 #13 #10

#5 #10
22:00 22:00 22:00 22:00 【司馬遼太郎劇場】 22:00 新番組スタート!! 22:00 22:00

次郎長　背負い富士 風の峠～銀漢の賦～ 幕末グルメ ブシメシ！  【宮部みゆき劇場】 鬼平犯科帳７
#3 蒼天の夢 [新] 茂七の事件簿 ふしぎ草紙 隠密くずれⅣ

#5 #3 22:45若山富三郎劇場の作品紹介 ～松陰と晋作･新世紀への挑戦～ #1　主演：高橋英樹 変幻くノ一 黄金城の秘密 #11
【Edoテレ】 23:00

23:00 23:00 23:00チャンネル初放送！ 23:00 鬼平犯科帳７
(映画) (映画) (映画) ナイツの素人包丁 #6 主演：松方弘樹

眠狂四郎無頼剣 ホラ吹き太閤記 紅顔の若武者　織田信長 主演:中村橋之助(現･中村芝翫) 出演：ナイツ 23:45若山富三郎劇場の作品紹介 #12
 0:00  0:00  0:00

主演：市川雷蔵 主演:中村錦之助(萬屋錦之介)  0:05   　 【Edoテレ】 幕末グルメ ブシメシ！#2 天皇の世紀
 0:45若山富三郎劇場の作品紹介 主演：植木等  0:45若山富三郎劇場の作品紹介 ナイツの素人包丁 #5  0:45若山富三郎劇場の作品紹介 将軍 SHOGUN

#8  [ノーカット字幕版]
 1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00

剣客商売２ 鬼平犯科帳１ 八丁堀の七人２ 織田信長 かぶき者　慶次 新・座頭市Ⅰ #5
#6 #10 #2 #12 #9

#25  1:45若山富三郎劇場の作品紹介

 2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00  2:00
蟲師 続章　#11 クロムクロ　#5 戦国ＢＡＳＡＲＡ弐　#5 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－#43 どろろ　#11 新・座頭市Ⅰ

 2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ) [終] 将軍 SHOGUN
蟲師 続章　#12 クロムクロ　#6 戦国ＢＡＳＡＲＡ弐　#6 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－#44 どろろ（1969）　#13 #26  [ノーカット字幕版]

 3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00
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 新・座頭市Ⅰ #6

#8 #9 #10 #11 #12 #27
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【懐かし日替り時代劇】

【懐かし日替り時代劇】 【懐かし日替り時代劇】

【特選！日替り時代劇】

【特選！日替り時代劇】

【時専文庫】

【時代劇プレミアム23】

【時専シンヤ】

【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梗概をご確認ください。
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03/25(月) 03/26(火) 03/27(水) 03/28(木) 03/29(金) 03/30(土) 03/31(日)
4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】 4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】  4:00  4:00 【新･藤沢周平劇場】

鬼平犯科帳'69 鬼平犯科帳'69 鬼平犯科帳'69 鬼平犯科帳'69 [終] 鬼平犯科帳'69 長七郎江戸日記２ [終] 神谷玄次郎捕物控
#61 #62 #63 #64 #65

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 #55 #11
 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  5:00 【司馬遼太郎劇場】

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 長七郎江戸日記２
蒼天の夢

#165 #166 #167 #168 #169 #56 ～松陰と晋作･新世紀への挑戦～

 6:00 【朝だよ！盤嶽の一生】  6:00 【朝だよ！盤嶽の一生】  6:00 【朝だよ！盤嶽の一生】  6:00 【朝だよ！盤嶽の一生】  6:00 【朝だよ！盤嶽の一生】  6:00
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 長七郎江戸日記２

#2 #3 #4 #5 #6
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 #57 主演:中村橋之助(現･中村芝翫)

 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  新番組スタート！！
大岡越前 第13部　#21 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 [新] 遠山の金さん  7:05

 7:55若山富三郎劇場のすべて #22 #23 #24 #25 #1 風の峠～銀漢の賦～
主演：高橋英樹 #3

 8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  新番組スタート！！  8:00  8:00 新番組スタート!!
銭形平次 夫婦旅日記 さらば浪人 風鈴捕物帳 眠狂四郎 [新]姫君捕物控#1主演:加賀まりこ 遠山の金さん  【宮部みゆき劇場】

#211  8:30若山富三郎劇場の作品紹介 [新] 茂七の事件簿 ふしぎ草紙

(セレクション放送) #11 #5 #23  8:45 生活情報の時間 #2 #1　主演：高橋英樹
 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00

鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 遠山の金さん 次郎長　背負い富士

#14 #15 #16 #17 #18 #3 #5
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】 10:00 【池波正太郎劇場】

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 雲霧仁左衛門 江戸編 鬼平犯科帳１
#25

#24 10:55若山富三郎劇場のすべて #26 #27 #28 主演：松方弘樹 #22
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 雲霧仁左衛門 名古屋編 剣客商売４

#60 #61 #62 #63 #64 主演：松方弘樹 #2
12:00 12:00  新番組スタート！！ 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00新番組スタート!!CS初!

[新] 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 暴れん坊将軍Ⅳスペシャル 【新･藤沢周平劇場】
大岡越前 ２時間スペシャル #1 江戸城反乱！ [新]立花登青春手控え２ #1

 主演：里見浩太朗 #2 #3 #4 連判状に仕掛けられた罠!! 主演：溝端淳平
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00

主演：加藤剛 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 【鶴田浩二主演｢次郎長三国志｣全4作完全放送!】

13:45 生活情報の時間 #9 #10 #11 #12 主演：松平健 (映画)
13:45 生活情報の時間 次郎長三国志　第三部

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 【土曜特別席】

銭形平次 夫婦旅日記 さらば浪人 風鈴捕物帳 眠狂四郎 姫君捕物控　#2 三谷幸喜の時代劇が観たい！

#212 14:30若山富三郎劇場の作品紹介 14:00  ＣＳ初放送！ 主演：鶴田浩二
(セレクション放送) #12 #6 #24 14:45 生活情報の時間 風雲児たち 14:45 生活情報の時間

15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 ～蘭学革命（れぼりゅうし）篇～ 15:00
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

主演：片岡愛之助 鬼平犯科帳 THE FINAL
#25 #26 #27 #28 #29 15:45 前編 五年目の客

16:00 16:00 16:00  新番組スタート！！ 16:00 16:00 チャンネル初放送！
鬼平犯科帳'75 [終] 鬼平犯科帳'75 [新] 鬼平犯科帳'80 #1 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 舞台

主演：萬屋錦之介 ｢竜馬の妻とその夫と愛人｣ 主演：中村吉右衛門
#25 #26 16:55若山富三郎劇場のすべて #2 #3 16:45 生活情報の時間

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 【池波正太郎劇場】
長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 長七郎江戸日記１ 出演：佐藤B作/佐渡稔 鬼平犯科帳１

/あめくみちこ/平田満
#25 #26 #27 #28 #29 17:45 生活情報の時間 #17

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
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 (映画) 剣客商売３

ホラ吹き太閤記
#40 #41 #42 #43 #44 #2

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳 遠山の金さん捕物帳

#71 主演：植木等 (映画)
#68 #69 #70 19:55若山富三郎劇場のすべて #72 忍びの国

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 【池波正太郎劇場】
山本周五郎時代劇 山本周五郎時代劇 山本周五郎時代劇 山本周五郎時代劇 [終] 山本周五郎時代劇

武士の魂 #8 武士の魂 #9 武士の魂 #10 武士の魂 #11 武士の魂 #12 仕掛人 藤枝梅安スペシャル

対決 主演：大野智
21:00 21:00 21:00 21:00  新番組スタート！！ 21:00

剣客商売２ 鬼平犯科帳１ 八丁堀の七人２ [新] 石川五右衛門 [終] かぶき者　慶次 21:10
#8 #4 #11 主演：渡辺謙 鬼平犯科帳７

【時専文庫】 #12 【時専文庫】 #1 【時専文庫】 #13
22:00 【時専文庫】 22:00 22:00 【宮部みゆき劇場】 22:00 22:00

次郎長　背負い富士 22:15 幕末グルメ ブシメシ！ 茂七の事件簿 ふしぎ草紙 鬼平犯科帳７
風の峠～銀漢の賦～ #4 主演：市川海老蔵 (映画)

#6 22:45若山富三郎劇場の作品紹介 22:45若山富三郎劇場の作品紹介 #2 忍者武芸帖　百地三太夫 #14
【時代劇プレミアム23】 #4 【Edoテレ】 23:00

23:00　ＣＳ初放送！ 【時代劇プレミアム23】 23:00 23:00 23:00 新ＴＶ見仏記 #6 [終] 鬼平犯科帳７
(映画) 23:15チャンネル初放送！ <解>おんな牢秘抄 おんな霧隠才蔵 出演:みうらじゅん/いとうせいこう

太秦ライムライト (映画)  戦国忍者風雲録  0:00 主演：真田広之 #15
若さま侍捕物帖　紅鶴屋敷 幕末グルメ ブシメシ！#3  0:00

主演：江波杏子  0:35 歴史を訪ねて 日本の城  0:05
主演：福本清三 主演：大川橋蔵  0:45若山富三郎劇場の作品紹介 主演：浅野ゆう子 第９シリーズ 一挙放送 天皇の世紀 徳川家康と三人の女

#9  
 1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00

剣客商売２ 鬼平犯科帳１ 八丁堀の七人２ [終] 織田信長 かぶき者　慶次 新・座頭市Ⅰ
#7 #11 #3 #13 #10 主演：松平健

#28
 2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00  2:00

蟲師 続章　#13 クロムクロ　#7 戦国ＢＡＳＡＲＡ弐　#7 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－#45 どろろ　#12 [終] 新・座頭市Ⅰ
 2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ) 栄花物語

蟲師 続章　#14 クロムクロ　#8 戦国ＢＡＳＡＲＡ弐　#8 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－#46 どろろ（1969）　#14 #29  
 3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00

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 天皇の世紀
主演：森繁久彌

#13 #14 #15 #16 #17 #8
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【懐かし日替り時代劇】

【懐かし日替り時代劇】

【特選！日替り時代劇】

【特選！日替り時代劇】

【時代劇プレミアム23】

【時専シンヤ】

【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梗概をご確認ください。


