
時代劇専門チャンネル　2019年9月編成表

09/01(日)
4:00 時代劇オールスター祭り

　２０１９
4:00
【市川雷蔵 不滅の美学】

5:00 （映画）
忍びの者

主演：市川雷蔵
6:00  6:00 【司馬遼太郎劇場】

風神の門
#6

主演：三浦浩一
7:00  7:00

[終] 髪結い伊三次
#9

主演:中村橋之助(現･中村芝翫)

8:00  8:00 【宮部みゆき劇場】
茂七の事件簿３
ふしぎ草紙　#2
主演：高橋英樹

9:00  9:00
必殺仕事人Ⅳ

#1
主演：藤田まこと

10:00 10:00
雲霧仁左衛門

#1
主演：中井貴一

11:00 11:00　剣客商売５　#1
主演：藤田まこと

さだまさし時代劇SP!
    「鬼平犯科帳」編

12:00 12:00[新] さだまさし時代劇SP!「鬼平」編 #1

12:10
鬼平犯科帳１

#2
13:00 「本所・櫻屋敷」

13:10 さだまさし時代劇SP!「鬼平」編 #2

13:20　　鬼平犯科帳２
#11

14:00 「本門寺暮雪」
14：15 さだまさし時代劇SP!「鬼平」編 #3

14:30
鬼平犯科帳１

15:00 #5
「血闘」

15:30 さだまさし時代劇SP！
「鬼平犯科帳」編 #4

16:00 16:00
鬼平犯科帳３　#19
「密偵たちの宴」

16:50 さだまさし時代劇SP!「鬼平」編 #5

17:00 17:00

鬼平犯科帳 THE FINAL
前編 五年目の客

18:00

主演：中村吉右衛門
18:50 さだまさし時代劇SP!「鬼平」編 #6

19:00 19:00

鬼平犯科帳 THE FINAL
後編 雲竜剣

20:00

主演：中村吉右衛門
20:50 [終] さだまさし時代劇SP!「鬼平」編 #7

21:00 21:00
三匹が斬る！

#1
出演:高橋英樹/役所広司/春風亭小朝

22:00 22:00

剣客商売 御老中暗殺
 

23:00

主演：北大路欣也
23:45

0:00
暴れん坊将軍Ⅳスペシャル
狙われた江戸城の花嫁！

1:00
主演：松平健

1:30

2:00 長七郎江戸日記スペシャル
 千姫有情　母ありき

主演：里見浩太朗
3:00

3:10
柳生十兵衛七番勝負　#1

主演：村上弘明
 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 ｢映画監督・降旗康男｣の作品紹介
・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネルpresents ｢戦艦大和、その栄光と悲劇｣のすべて
・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネルpresents ｢映画俳優･鶴田浩二｣のすべて
・生活情報の時間

・9/1(日) あさ4:00 ～ 翌あさ4:00 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。

・9/15(日) あさ 4:00 ～ ｢怪盗鼠小僧といれずみ判官｣

・9/19(木) よる11:00 ～ ｢薩摩飛脚｣

・9/29(日) 深夜 0:10 ～ ｢薩摩飛脚｣

② 【推】は、スカパー！Hybridcastサービス向けオススメ番組です。

…
9/17(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】

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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09/02(月) 09/03(火) 09/04(水) 09/05(木) 09/06(金) 09/07(土) 09/08(日)
4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】  4:00  新番組スタート！！ 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】
[終] 鬼平犯科帳'71　#26 [新] 鬼平犯科帳'82　#1 鬼平犯科帳'82 鬼平犯科帳'82 鬼平犯科帳'82 柳生一族の陰謀 江戸の用心棒

主演：初代 松本白鸚 主演：萬屋錦之介 #2 #3 #4 #13 #14
 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 主演：千葉真一 主演：古谷一行
 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

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 柳生一族の陰謀 江戸の用心棒

#87 #88 #89 #90 #91 #14 #15
 6:00 【朝だよ！盤嶽の一生】  6:00 【朝だよ！盤嶽の一生】  6:00  新番組スタート！！  6:00 【朝だよ！雲霧仁左衛門】  6:00 【朝だよ！雲霧仁左衛門】  6:00  6:00 【司馬遼太郎劇場】

盤嶽の一生　#9 [終] 盤嶽の一生 [新] 雲霧仁左衛門　#1 雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 柳生一族の陰謀 風神の門
主演：役所広司 #10 主演：中井貴一 #2 #3

 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 #15 #7
7:00【朝だよ!長七郎江戸日記】 7:00【朝だよ!長七郎江戸日記】 7:00【朝だよ!長七郎江戸日記】 7:00【朝だよ!長七郎江戸日記】 7:00【朝だよ!長七郎江戸日記】  7:00  7:00  新番組スタート！！

長七郎江戸日記１　#58 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 遠山の金さん [新] 次郎長　背負い富士
 7:55「映画俳優・鶴田浩二」のすべて #59　主演：里見浩太朗 #62 #70 #1

#60 #61 【懐かし日替り時代劇】 主演：高橋英樹 主演：中村雅俊
 8:00  8:00  8:00  8:00　 　 （映画）  8:00  8:00  8:00

銭形平次　#233 無宿侍 さざん花の女 高瀬舟 妖術武芸帳　#9 遠山の金さん 次郎長　背負い富士
(セレクション放送) #9  8:30 生活情報の時間
主演：大川橋蔵 主演：天知茂 主演：秋吉久美子 主演：前田吟  8:45 「映画監督・降旗康男」の作品紹介 #71 #2

 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  新番組スタート！！  9:00  9:00 【宮部みゆき劇場】
鬼平犯科帳'82 鬼平犯科帳'82 鬼平犯科帳'82 [終] 鬼平犯科帳'82 [新] 同心部屋御用帳 遠山の金さん 茂七の事件簿３

#23 江戸の旋風Ⅳ　#1 ふしぎ草紙
主演：萬屋錦之介 #24 #25 #26 主演：加山雄三 #72 #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Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 鬼平犯科帳２
（第４シリーズ） （第４シリーズ） #16 （第４シリーズ） （第４シリーズ） （第４シリーズ） 仕掛人　藤枝梅安

#15 10:55 「映画俳優・鶴田浩二」のすべて #17 #18 #19  #18
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん 剣客商売１
#7 主演：岸谷五朗 #2

主演：市川段四郎 #8 #9 #10 #11 11:45 生活情報の時間 【秋の「鬼平犯科帳」祭り】
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

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 [終] 長七郎江戸日記１ 暴れん坊将軍Ⅴ 鬼平犯科帳１
#114 （第５シリーズ） #1

主演：里見浩太朗 #115 #116 #117 #118 #7 「暗剣白梅香」
13:00 13:00 13:00  新番組スタート！！ 13:00 13:00 13:00 13:00

雲霧仁左衛門２ #7 [終] 雲霧仁左衛門２ [新] 雲霧仁左衛門３ #1 雲霧仁左衛門３ 雲霧仁左衛門３ 暴れん坊将軍Ⅴ 鬼平犯科帳１
主演：中井貴一 #8 主演：中井貴一 #2 #3 （第５シリーズ） #10

#8 「一本眉」
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00

銭形平次　#234 無宿侍 てなもんや三度笠 てなもんや三度笠 妖術武芸帳 暴れん坊将軍Ⅴ 鬼平犯科帳１
(セレクション放送) #10 #164、#300 #252、#253 #10 （第５シリーズ）　#9 #11
主演：大川橋蔵 主演：天知茂 出演：藤田まこと／白木みのる  14:45 生活情報の時間 【華麗なる宝塚歌劇の世界】 「狐火」

15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00チャンネル初放送！ 15:00
必殺仕事人 必殺仕事人 必殺仕事人 必殺仕事人 必殺仕事人 （舞台） 鬼平犯科帳１

#72 銀二貫 #16
主演：藤田まこと #73 #74 #75 #76 ―梅が枝の花かんざし― 「盗法秘伝」

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
同心部屋御用帳 同心部屋御用帳 同心部屋御用帳 同心部屋御用帳 同心部屋御用帳 鬼平犯科帳７

江戸の旋風Ⅳ　#8 江戸の旋風Ⅳ 江戸の旋風Ⅳ #10 江戸の旋風Ⅳ 江戸の旋風Ⅳ #10
主演：加山雄三 #9 16:55 「戦艦大和、その栄光と悲劇」のすべて #11 #12 「見張りの糸」

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 出演：月城かなと 17:00 【池波正太郎劇場】
長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ ／有沙瞳　ほか 鬼平犯科帳２

#21
主演：里見浩太朗 #22 #23 #24 #25 17:45 生活情報の時間 #13

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 【チョイ見せ！1話】 18:00
暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 18:00 剣客商売５
（第４シリーズ） （第４シリーズ） （第４シリーズ） （第４シリーズ） （第４シリーズ） 忠臣蔵の恋 四十八人目の忠臣

#31 #32 #33 #34 #35 #1　主演：武井咲 #7
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00

ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん コメディー お江戸でござる 長七郎江戸日記スペシャル
#15 #18 【セレクション放送】　#3 一心太助とご落胤

主演：市川段四郎 #16 #17 19:55 「映画俳優・鶴田浩二」のすべて #19 19:45 生活情報の時間 男一匹ここにあり！ 
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 【池波正太郎劇場】

三匹が斬る！ #14 三匹が斬る！ 三匹が斬る！ 三匹が斬る！ 三匹が斬る！
出演:高橋英樹/役所広司/春風亭小朝 #15 #16 #17 #18 闇の狩人 主演：里見浩太朗

 20:45 生活情報の時間
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 【鶴田浩二、時代劇の軌跡】

剣客商売５ #3 鬼平犯科帳２ #9 喧嘩屋右近２ #10 [終] 水戸黄門 #10 秀吉 #23 21:00
主演：藤田まこと 主演：中村吉右衛門 主演：杉良太郎 主演：武田鉄矢 主演：竹中直人 （映画）

柳生武芸帳 双龍秘剱
22:00 22:00 22:00 22:00 【司馬遼太郎劇場】 22:00 【宮部みゆき劇場】 主演：村上弘明

次郎長　背負い富士 次郎長　背負い富士 [終] アシガール　#12 風神の門 茂七の事件簿３
#3 出演:黒島結菜/健太郎(現･伊藤健太郎) #8 ふしぎ草紙　#4 22:40 「戦艦大和、その栄光と悲劇」のすべて 主演：鶴田浩二

主演：中村雅俊 #4 22:45 「映画監督・降旗康男」の作品紹介 主演：三浦浩一 主演：高橋英樹 22:45 22:50
【Edoテレ】 江戸の青春 必殺スペシャル

23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 [終] 京都いろどり日記 #6 仕事人VS秘拳三日殺し軍団

必殺スペシャル 必殺スペシャル （舞台） はぐれ医者 お命預かります! 【ｾﾚｸｼｮﾝ放送(夏編)】 主演：村上弘明 主水、競馬で大穴を狙う!?
仕事人、京都へ行く 仕事人ＶＳ仕事人 睡れる月 女を愛し悪を斬る世直し殺法 出演：横山由依(AKB48) 23:45 「映画監督・降旗康男」の作品紹介

闇討人の謎の首領！ 徳川内閣大ゆれ！主水にマドンナ   0:00　アシガール　#11  0:00 主演：藤田まこと
主演：藤田まこと 主演：藤田まこと 主演：藤田まこと 出演:黒島結菜/健太郎(現･伊藤健太郎)  0:25

 0:55 「戦艦大和、その栄光と悲劇」のすべて  0:45 「映画監督・降旗康男」の作品紹介 0:40　「てなもんや三度笠」特別番組  0:55 「戦艦大和、その栄光と悲劇」のすべて 大奥　第一章スペシャル
出演：朝海ひかる 前編 【特選！日替り時代劇】 桜散る 仇討選手

 1:00  1:00 ／舞風りら　ほか 【特選！日替り時代劇】  1:00  
剣客商売５ 鬼平犯科帳２ 【特選！日替り時代劇】  1:20 秀吉

#2 #8  1:30 水戸黄門 #22 主演：堺正章
主演：藤田まこと 主演：中村吉右衛門 喧嘩屋右近２ #9 主演：竹中直人 主演：松下由樹 【時専シンヤ】

 2:00  2:00 #9 主演：武田鉄矢  2:00  2:00  2:00      (アニメ)
必殺仕事人 必殺仕事人 主演：杉良太郎  2:20 必殺仕事人 どろろ　#17

#53  2:30 必殺仕事人 大奥　華の乱スペシャル  2:30      (アニメ)
主演：藤田まこと #54 必殺仕事人 #57  どろろ　#18

 3:00  3:00 #56  3:00  新番組スタート！！  3:00      (アニメ)
#55 3:20 [新] 国盗り物語 るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-#87

3:30 #1  3:30      (アニメ)
主演：北大路欣也ほか 主演：内山理名 るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-#88

 4:00  4:00  4:00

【時代劇プレミアム23】

【特選！日替り時代劇】

【特選！日替り時代劇】

【時専文庫】

【懐かし日替り時代劇】

【懐かし日替り時代劇】

【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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1:00
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09/09(月) 09/10(火) 09/11(水) 09/12(木) 09/13(金) 09/14(土) 09/15(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'82 鬼平犯科帳'82 鬼平犯科帳'82 鬼平犯科帳'82 鬼平犯科帳'82 柳生一族の陰謀
#5 #6 #7 #8 #9 <解>怪盗鼠小僧といれずみ判官

 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 #16  
 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

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 柳生一族の陰謀
主演：若山富三郎

#92 #93 #94 #95 #96 #17  5:45 「映画監督・降旗康男」の作品紹介

 6:00 【朝だよ！雲霧仁左衛門】  6:00 【朝だよ！雲霧仁左衛門】  6:00 【朝だよ！雲霧仁左衛門】  6:00  新番組スタート！！  6:00 【朝だよ！雲霧仁左衛門】  6:00  6:00 【司馬遼太郎劇場】
雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 [終] 雲霧仁左衛門 [新] 雲霧仁左衛門２　#1 雲霧仁左衛門２ 柳生一族の陰謀 風神の門

#4 #5 #6 主演：中井貴一 #2
 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 #18 #8
7:00【朝だよ!長七郎江戸日記】 7:00【朝だよ!長七郎江戸日記】 7:00【朝だよ!長七郎江戸日記】 7:00【朝だよ!長七郎江戸日記】 7:00【朝だよ!長七郎江戸日記】  7:00  7:00

長七郎江戸日記１　#63 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 遠山の金さん 次郎長　背負い富士
 7:55 「映画俳優・鶴田浩二」のすべて #64 #65 #66 #67

#73 #3
 8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

銭形平次 無宿侍 てなもんや三度笠 てなもんや三度笠 妖術武芸帳　#10 遠山の金さん 次郎長　背負い富士
#234  #164、#300 #252、#253  8:30 生活情報の時間

(セレクション放送) #10 出演：藤田まこと／白木みのる   8:45 「映画監督・降旗康男」の作品紹介 #74 #4
 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【宮部みゆき劇場】

同心部屋御用帳 同心部屋御用帳 同心部屋御用帳 同心部屋御用帳 同心部屋御用帳 遠山の金さん 茂七の事件簿３
江戸の旋風Ⅳ 江戸の旋風Ⅳ 江戸の旋風Ⅳ 江戸の旋風Ⅳ 江戸の旋風Ⅳ ふしぎ草紙

#2 #3 #4 #5 #6 #75 #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Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 鬼平犯科帳２
（第４シリーズ） （第４シリーズ） #21 （第４シリーズ） （第４シリーズ） （第４シリーズ） 剣客商売 御老中暗殺

#20 10:55 「映画俳優・鶴田浩二」のすべて #22 #23 #24  #19
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん 剣客商売１
主演：北大路欣也

#12 #13 #14 #15 #16 #3
12:00  新番組スタート！！ 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 【新･藤沢周平劇場】

[新] 長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ 暴れん坊将軍Ⅴ 江戸の用心棒
#1 （第５シリーズ） #16

主演：里見浩太朗 #2 #3 #4 #5 #10 主演：古谷一行
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00

雲霧仁左衛門３ 雲霧仁左衛門３ 雲霧仁左衛門３ 雲霧仁左衛門３ [終] 雲霧仁左衛門３ 暴れん坊将軍Ⅴ
#4 #5 #6 #7 #8 （第５シリーズ） 仕掛人・藤枝梅安

#11 梅安乱れ雲
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00

鬼平犯科帳１ 鬼平犯科帳１ 鬼平犯科帳１ 鬼平犯科帳１ 鬼平犯科帳７ 暴れん坊将軍Ⅴ
#1 #10 #11 #16 #10 （第５シリーズ） #12 主演：小林桂樹

「暗剣白梅香」 「一本眉」 「狐火」 「盗法秘伝」 「見張りの糸」 【華麗なる宝塚歌劇の世界】 14:45 生活情報の時間
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00チャンネル初放送！ 15:00

必殺仕事人 必殺仕事人 必殺仕事人 必殺仕事人 必殺仕事人 （舞台）
長崎しぐれ坂 はぐれ狼

#77 #78 #79 #80 #81 ―榎本滋民作「江戸無宿」より―  
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

同心部屋御用帳 同心部屋御用帳 同心部屋御用帳 同心部屋御用帳 同心部屋御用帳
江戸の旋風Ⅳ 江戸の旋風Ⅳ 江戸の旋風Ⅳ #15 江戸の旋風Ⅳ 江戸の旋風Ⅳ 中村梅之助

#13 #14 16:55 「戦艦大和、その栄光と悲劇」のすべて #16 #17 出演：轟悠／湖月わたる 16:45 生活情報の時間
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 ／檀れい　ほか 17:00 【池波正太郎劇場】

長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ 17:10 鬼平犯科帳２
大奥　第一部

#26 #27 #28 #29 #30 凶の女 #14
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 剣客商売５
（第４シリーズ） （第４シリーズ） （第４シリーズ） （第４シリーズ） （第４シリーズ）

#36 #37 #38 #39 #40 主演：沢尻エリカ #8
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00

ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん コメディー お江戸でござる 暴れん坊将軍Ⅳスペシャル
#23 【セレクション放送】　#4 江戸城反乱！

#20 #21 #22 19:55 「映画俳優・鶴田浩二」のすべて #24 出演：伊東四朗　ほか 連判状に仕掛けられた罠!! 
20:00 20:00 20:00 20:00  新番組スタート！！ 20:00 20:00 【池波正太郎劇場】

三匹が斬る！ 三匹が斬る！ [終] 三匹が斬る！ [新] 続・三匹が斬る！ 続・三匹が斬る！
#19 #20 #1 #2 侠客　幡隨院長兵衛 20:45 生活情報の時間

#21 出演:高橋英樹/役所広司/春風亭小朝 【特選！日替り時代劇】  【市川雷蔵 不滅の美学】
21:00 21:00 【特選！日替り時代劇】 21:00 21:00

剣客商売５ 鬼平犯科帳２  21:20  新番組スタート！！ 秀吉 （映画）
#4 #10 21:45 生活情報の時間 [新] 柳生十兵衛七番勝負　#1 #24 大菩薩峠

　　　主演：村上弘明 【時専文庫】
22:00 22:00 22:00  新番組スタート!!CS初! 【時専文庫】 22:00 【宮部みゆき劇場】 主演：村上弘明  

次郎長　背負い富士 次郎長　背負い富士 [新] 忠臣蔵の恋 四十八人目の忠臣 22:10 【司馬遼太郎劇場】 [終] 茂七の事件簿３
　　#1　主演：武井咲 風神の門 ふしぎ草紙 22:30 主演：市川雷蔵

#5 #6 22:45 「映画監督・降旗康男」の作品紹介 #5 【鶴田浩二、時代劇の軌跡】 22:55 「戦艦大和、その栄光と悲劇」のすべて

#9 【Edoテレ】 （映画） 23:00
23:00 23:00 23:00 【時代劇プレミアム23】 23:00 新解釈･日本史　#5 柳生武芸帳 双龍秘剱 必殺スペシャル

大奥　第一部 大奥　第二部 （舞台） 23:10 出演：ムロツヨシ 決定版！
凶の女 悲劇の姉妹 ＲＹＯＭＡ 風雲児たち～蘭学革命篇～ 23:45 「映画監督・降旗康男」の作品紹介 大奥、春日野局の秘密

  ―硬派・坂本龍馬！Ⅱ―   0:00　[終] アシガール 主演：鶴田浩二 主水、露天風呂で初仕事 
主演：沢尻エリカ 主演：沢尻エリカ  脚本：三谷幸喜 #12 0:25

 0:45 「映画監督・降旗康男」の作品紹介  0:55 「戦艦大和、その栄光と悲劇」のすべて  主演：片岡愛之助  0:55 「映画俳優・鶴田浩二」のすべて 【市川雷蔵 不滅の美学】
（映画）

 1:00  1:00  1:00  1:00 忍びの者
剣客商売５ 鬼平犯科帳２ [終] 水戸黄門 秀吉 主演：藤田まこと

出演：真矢みき（現・真矢ミキ）  1:45 「映画監督・降旗康男」の作品紹介

#3 #9 ／千ほさち（現・森ほさち）　ほか #10 #23 【時専シンヤ】
 2:00  2:00  3:00  2:00  2:00 主演：市川雷蔵  2:00      (アニメ)

必殺仕事人 必殺仕事人 必殺仕事人 必殺仕事人 必殺仕事人 2:20 どろろ　#19
 2:30      (アニメ)

#58 #59 #60 #61 #62 風雲児たち～蘭学革命篇～ どろろ　#20
 3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00      (アニメ)

国盗り物語 国盗り物語 国盗り物語 国盗り物語 国盗り物語 るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-#89

 脚本：三谷幸喜  3:30      (アニメ)
#2 #3 #4 #5 #6  主演：片岡愛之助 るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-#90

 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】 【特選！日替り時代劇】

【特選！日替り時代劇】

【時専文庫】

【懐かし日替り時代劇】

【秋の「鬼平犯科帳」祭り】

【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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09/16（月・祝） 09/17(火) 09/18(水) 09/19(木) 09/20(金) 09/21(土) 09/22(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'82 鬼平犯科帳'82 鬼平犯科帳'82 鬼平犯科帳'82 柳生一族の陰謀 江戸の波濤
#10 #11 #12 #13

 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：藤田まこと  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 #19 主演：沖雅也 
 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Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 柳生一族の陰謀 江戸の用心棒
怪盗夢吉忍び控

#97 #98 #99 #100 #20 #16
 6:00 【朝だよ！雲霧仁左衛門】  6:00 【朝だよ！雲霧仁左衛門】  6:00 【朝だよ！雲霧仁左衛門】  6:00 【朝だよ！雲霧仁左衛門】  6:00  6:00 【司馬遼太郎劇場】

雲霧仁左衛門２ 雲霧仁左衛門２ 雲霧仁左衛門２ 雲霧仁左衛門２ 柳生一族の陰謀 風神の門
#3 #4 主演：堺正章 #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 #21 #9
7:00【朝だよ!長七郎江戸日記】 7:00【朝だよ!長七郎江戸日記】 7:00【朝だよ!長七郎江戸日記】 7:00【朝だよ!長七郎江戸日記】 7:00【朝だよ!長七郎江戸日記】  7:00  7:00

長七郎江戸日記１　#68 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 遠山の金さん 次郎長　背負い富士
 7:55 「戦艦大和、その栄光と悲劇」のすべて #69 #70 #71 #72

#76 #5
 8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

鬼平犯科帳１ 鬼平犯科帳１ 鬼平犯科帳１ 鬼平犯科帳１ 鬼平犯科帳７ 遠山の金さん 次郎長　背負い富士
#1 #10 #11 #16 #10

「暗剣白梅香」 「一本眉」 「狐火」 「盗法秘伝」 「見張りの糸」 #77 #6
 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【宮部みゆき劇場】

同心部屋御用帳 同心部屋御用帳 同心部屋御用帳 同心部屋御用帳 同心部屋御用帳 遠山の金さん [終] 茂七の事件簿３
江戸の旋風Ⅳ 江戸の旋風Ⅳ 江戸の旋風Ⅳ 江戸の旋風Ⅳ 江戸の旋風Ⅳ ふしぎ草紙

#7 #8 #9 #10 #11 #78 #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Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 鬼平犯科帳２
（第４シリーズ） （第４シリーズ） #26 （第４シリーズ） （第４シリーズ） （第４シリーズ） 剣客商売 剣の誓約

#25 10:55 「戦艦大和、その栄光と悲劇」のすべて #27 #28 #29  #20
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん 剣客商売１
主演：北大路欣也

#17 #18 #19 #20 #21 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】

長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ 暴れん坊将軍Ⅴ 江戸の用心棒
（第５シリーズ）

#6 #7 #8 #9 #10 #13 #17
13:00  新番組スタート！！ 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
[新] 三匹が斬る！ #1 三匹が斬る！ 三匹が斬る！ 三匹が斬る！ 三匹が斬る！ 暴れん坊将軍Ⅴ 【鶴田浩二、時代劇の軌跡】
出演:高橋英樹/役所広司/春風亭小朝 #2 #3 #4 #5 （第５シリーズ） （映画）

#14 柳生武芸帳 双龍秘剱
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00

銭形平次　#235 無宿侍 てなもんや三度笠 てなもんや三度笠 妖術武芸帳　#11 暴れん坊将軍Ⅴ
(セレクション放送) #254、#255 #301、#308 14:30 生活情報の時間 （第５シリーズ） #15
敬老の日特別企画 #11   14:45 「映画監督・降旗康男」の作品紹介 【華麗なる宝塚歌劇の世界】 主演：鶴田浩二

【ご存知!東映オールスター時代劇!】 15:00 15:00 15:00 15:00  新番組スタート！！ 15:00チャンネル初放送！ 15:00
15:00 必殺仕事人 必殺仕事人 [終] 必殺仕事人 [新] 必殺仕事人Ⅳ （舞台）

（映画） #1 美しき生涯 鬼平犯科帳スペシャル
旗本退屈男 #82 #83 #84 主演：藤田まこと ―石田三成 永遠の愛と義― 浅草・御厩河岸

16:00 16:00 16:00 16:00
同心部屋御用帳 同心部屋御用帳 同心部屋御用帳 同心部屋御用帳
江戸の旋風Ⅳ 江戸の旋風Ⅳ #19 江戸の旋風Ⅳ 江戸の旋風Ⅳ 主演：中村吉右衛門

主演：市川右太衛門 #18 16:55 「映画俳優・鶴田浩二」のすべて #20 #21 出演：大空祐飛（現・大空ゆうひ）／ 16:45 生活情報の時間
17:00チャンネル初放送！ 17:00 17:00 17:00 17:00 野々すみ花／凰稀かなめ　ほか 17:00 【池波正太郎劇場】

（映画） 長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ 17:10 鬼平犯科帳２
任俠清水港 大奥　第二部

#31 #32 #33 #34 悲劇の姉妹 #15
18:00 18:00 18:00 18:00  18:00

暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 剣客商売５
出演：片岡千恵蔵 （第４シリーズ） （第４シリーズ） （第４シリーズ） （第４シリーズ）

／市川右太衛門 #41 #42 #43 #44 主演：沢尻エリカ #9
19:00チャンネル初放送！ 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00

（映画） ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん コメディー お江戸でござる 暴れん坊将軍Ⅳスペシャル
天下の伊賀越 暁の血戦 #27 【セレクション放送】　#5 隠された壱千万両

#25 #26 19:55 「戦艦大和、その栄光と悲劇」のすべて #28 19:45 生活情報の時間 家康の埋蔵金を追え！
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 【池波正太郎劇場】

主演：市川右太衛門 続・三匹が斬る！ 続・三匹が斬る！ 続・三匹が斬る！ 続・三匹が斬る！
20:45 生活情報の時間 #3 #4 #5 #6 剣客商売　辻斬り

 20:45 生活情報の時間
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

剣客商売５ 鬼平犯科帳２ 喧嘩屋右近２ 柳生十兵衛七番勝負 秀吉 長七郎江戸日記スペシャル
#5 #11 #11 #2 #25 主演：加藤剛 ふたり長七郎　京の舞い

21:45 生活情報の時間
22:00 22:00 22:00 22:00 【司馬遼太郎劇場】 22:00 【宮部みゆき劇場】SP 22:00

次郎長　背負い富士 次郎長　背負い富士 忠臣蔵の恋 風神の門 必殺スペシャル
四十八人目の忠臣 #2 CS初放送！ 仕事人、京都へ行く 主演：里見浩太朗

#7 #8 22:45 「映画監督・降旗康男」の作品紹介 #10 荒神 KOUJIN 闇討人の謎の首領！ 22:40
大奥　第一部

23:00 23:00 23:00チャンネル初放送！ 23:00 凶の女
秀吉　総集編 かるわざ剣法 （舞台） <解>薩摩飛脚 主演：藤田まこと

第一部 太陽の子 主演：中村雅俊 銀二貫 主演：内田有紀 23:40
主演：竹中直人 【特選！日替り時代劇】 ―梅が枝の花かんざし―  0:00  新番組スタート!!CS初! 必殺スペシャル 主演：沢尻エリカ

 0:20 (オリジナル番組)  0:00 [新] 忠臣蔵の恋 四十八人目の忠臣 仕事人ＶＳ仕事人  0:20
歴史を訪ねて 日本の城 鬼平犯科帳２ 主演：平幹二朗 #1　主演：武井咲 徳川内閣大ゆれ！主水にマドンナ 大奥　第二部
第３シリーズ 一挙放送 #10  0:45 「映画監督・降旗康男」の作品紹介  0:55 「戦艦大和、その栄光と悲劇」のすべて 悲劇の姉妹
【特選！日替り時代劇】  1:00 主演：藤田まこと  

 1:00 必殺スペシャル 出演：月城かなと  1:00  新番組スタート！！  1:00  1:20 (オリジナル番組)
剣客商売５ 仕事人、京都へ行く ／有沙瞳　ほか [新] 柳生十兵衛七番勝負　#1 秀吉 「てなもんや三度笠」特別番組 主演：沢尻エリカ

#4 闇討人の謎の首領！ 【特選！日替り時代劇】 主演：村上弘明 #24 後編 【時専シンヤ】
 2:00 1:45  2:00  2:00  2:00  2:00      (アニメ)

必殺仕事人 喧嘩屋右近２ 必殺仕事人 必殺仕事人 どろろ　#21
主演：藤田まこと #10 怪盗夢吉忍び控  2:30      (アニメ)

#63  2:57 日本映画放送 番組審議委員会 2:45 #65 #66 どろろ　#22
 3:00  3:00 必殺仕事人  3:00  3:00  3:00      (アニメ)

国盗り物語 必殺スペシャル #64 国盗り物語 国盗り物語 るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-#91

#7 仕事人ＶＳ仕事人  3:42 日本映画放送 番組審議委員会 #8 #9 主演：堺正章  3:30      (アニメ)
 3:54 日本映画放送 番組審議委員会 徳川内閣大ゆれ！主水にマドンナ 3:45  3:54 日本映画放送 番組審議委員会  3:54 日本映画放送 番組審議委員会  3:45 「映画監督・降旗康男」の作品紹介 るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-#92

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

【特選！日替り時代劇】

【時代劇プレミアム23】

【特選！日替り時代劇】

【時専文庫】

【秋の「鬼平犯科帳」祭り】

【懐かし日替り時代劇】

【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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09/23（月・祝） 09/24(火) 09/25(水) 09/26(木) 09/27(金) 09/28(土) 09/29(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'82 鬼平犯科帳'82 鬼平犯科帳'82 鬼平犯科帳'82 鬼平犯科帳'82 柳生一族の陰謀 江戸の用心棒
#14 #15 #16 #17 #18

 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 #22 #17
 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 柳生一族の陰謀 風神の門

#101 #102 #103 #104 #105 #23 #10
 6:00 【朝だよ！雲霧仁左衛門】  6:00 【朝だよ！雲霧仁左衛門】  6:00  新番組スタート！！  6:00 【朝だよ！雲霧仁左衛門】  6:00 【朝だよ！雲霧仁左衛門】  6:00  6:00

雲霧仁左衛門２ [終] 雲霧仁左衛門２ [新] 雲霧仁左衛門３　#1 雲霧仁左衛門３ 雲霧仁左衛門３ 柳生一族の陰謀 次郎長　背負い富士
#7 #8 主演：中井貴一 #2 #3

 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 #24 #7
7:00【朝だよ!長七郎江戸日記】 7:00【朝だよ!長七郎江戸日記】 7:00【朝だよ!長七郎江戸日記】 7:00【朝だよ!長七郎江戸日記】 7:00【朝だよ!長七郎江戸日記】  7:00  7:00

長七郎江戸日記１　#73 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 遠山の金さん 次郎長　背負い富士
 7:55 「戦艦大和、その栄光と悲劇」のすべて #74 #75 #76 #77

#79 #8
 8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00 【宮部みゆき劇場】SP

銭形平次 無宿侍 てなもんや三度笠 てなもんや三度笠 妖術武芸帳　#11 遠山の金さん
#235 #254、#255 #301、#308  8:30 生活情報の時間 CS初放送！

(セレクション放送) #11    8:45 「映画監督・降旗康男」の作品紹介 #80 荒神 KOUJIN
 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00

同心部屋御用帳 同心部屋御用帳 同心部屋御用帳 同心部屋御用帳 同心部屋御用帳 遠山の金さん
江戸の旋風Ⅳ 江戸の旋風Ⅳ 江戸の旋風Ⅳ 江戸の旋風Ⅳ 江戸の旋風Ⅳ

#12 #13 #14 #15 #16 #81 主演：内田有紀
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Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ [終] 鬼平犯科帳２
（第４シリーズ） （第４シリーズ） #31 （第４シリーズ） （第４シリーズ） （第４シリーズ） 剣客商売 鬼熊酒屋

#30 10:55 「映画俳優・鶴田浩二」のすべて #32 #33 #34  #21
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん 11:20
主演：北大路欣也 剣客商売１

#22 #23 #24 #25 #26 11:45 生活情報の時間
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 #5

長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ 暴れん坊将軍Ⅴ 12:10 【新･藤沢周平劇場】
（第５シリーズ） 江戸の用心棒

#11 #12 #13 #14 #15 #16 #18
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00

三匹が斬る！ 三匹が斬る！ 三匹が斬る！ 三匹が斬る！ 三匹が斬る！ 暴れん坊将軍Ⅴ 江戸の用心棒
#6 #7 #8 #9 #10 （第５シリーズ）

#17 #19
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00

銭形平次 無宿侍 [終] 無宿侍 牢獄の花嫁 妖術武芸帳　#12 暴れん坊将軍Ⅴ かるわざ剣法
#236 14:30 生活情報の時間 （第５シリーズ）　#18

(セレクション放送) #12 #13 主演：岡田英次 14:45 「映画監督・降旗康男」の作品紹介 【華麗なる宝塚歌劇の世界】 主演：中村雅俊 
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00チャンネル初放送！ 15:00

必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ （舞台）
宝塚をどり 鬼平犯科帳 THE FINAL

#2 #3 #4 #5 #6 出演：松本悠里／龍真咲 前編 五年目の客
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 ／愛希れいか　ほか

同心部屋御用帳 同心部屋御用帳 同心部屋御用帳 同心部屋御用帳 [終] 同心部屋御用帳 16:05
江戸の旋風Ⅳ 江戸の旋風Ⅳ 江戸の旋風Ⅳ　#24 江戸の旋風Ⅳ 江戸の旋風Ⅳ 秀吉　総集編 主演：中村吉右衛門

#22 #23 16:55 「映画俳優・鶴田浩二」のすべて #25 #26 第一部 太陽の子 16:45 生活情報の時間
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 主演：竹中直人 17:00 【池波正太郎劇場】

長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ 長七郎江戸日記２ 17:25 鬼平犯科帳２
秀吉　総集編

#35 #36 #37 #38 #39 第二部 天下布武 #16
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00  18:00

暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ 暴れん坊将軍Ⅳ [終] 剣客商売５
（第４シリーズ） （第４シリーズ） （第４シリーズ） （第４シリーズ） （第４シリーズ） 主演：竹中直人

#45 #46 #47 #48 #49 18:45 生活情報の時間 #10
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00

ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん ご存知遠山の金さん コメディー お江戸でござる
#32 【セレクション放送】　#6 暴れん坊将軍Ⅳスペシャル

#29 #30 #31 19:55 「映画俳優・鶴田浩二」のすべて #33 出演：伊東四朗　ほか 狙われた江戸城の花嫁！
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 【池波正太郎劇場】

続・三匹が斬る！ 続・三匹が斬る！ 続・三匹が斬る！ 続・三匹が斬る！ 続・三匹が斬る！
#7 #8 #9 #10 #11 剣客商売　誘拐

 20:45 生活情報の時間
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

剣客商売５ 鬼平犯科帳２ 喧嘩屋右近２ 柳生十兵衛七番勝負 秀吉 長七郎江戸日記スペシャル
#6 #12 #12 #3 主演：加藤剛 天下を取れ!仕掛けられた反乱

#26 21:45 生活情報の時間  
22:00 22:00 22:00 22:00 【司馬遼太郎劇場】 22:00 22:00 主演：里見浩太朗

次郎長　背負い富士 [終] 次郎長　背負い富士 忠臣蔵の恋 四十八人目の忠臣 風神の門 さざん花の女 【ご存知!東映オールスター時代劇!】 22:20
#3 （映画） はぐれ医者　お命預かります!

#9 #10 22:45 「映画監督・降旗康男」の作品紹介 #11 主演：秋吉久美子 旗本退屈男 女を愛し悪を斬る世直し殺法

【Edoテレ】
23:00 23:00 23:00チャンネル初放送！ 23:00 23:00 　新解釈･日本史 

秀吉　総集編 （映画） （舞台） （映画） #6
第二部 天下布武 柳生武芸帳 双龍秘剱 長崎しぐれ坂 大菩薩峠 出演：ムロツヨシ 主演：市川右太衛門
主演：竹中直人  ―榎本滋民作「江戸無宿」より―   0:00 0:00 主演：藤田まこと

 0:20 歴史を訪ねて 日本の城  出演：轟悠／湖月わたる 忠臣蔵の恋 チャンネル初放送！ 0:10
第７シリーズ 一挙放送 主演：鶴田浩二 ／檀れい　ほか 主演：市川雷蔵 四十八人目の忠臣 #2 （映画）

任俠清水港 <解>薩摩飛脚
 1:00  1:00 【特選！日替り時代劇】  1:00  1:00

剣客商売５ 鬼平犯科帳２ 1:10 柳生十兵衛七番勝負 秀吉
喧嘩屋右近２ 出演：片岡千恵蔵 主演：平幹二朗

#5 #11 #2 #25 ／市川右太衛門 【時専シンヤ】
 2:00  2:00 #11  2:00  2:00  2:00  2:00      (アニメ)

必殺仕事人 必殺仕事人 2:10 必殺仕事人 必殺仕事人 チャンネル初放送！ どろろ　#23
必殺仕事人 （映画）  2:30      (アニメ)

#67 #68 #70 #71 天下の伊賀越 暁の血戦 [終] どろろ　#24
 3:00  3:00 #69 3:00 3:00  3:00      (アニメ)

[終] 国盗り物語 3:10 るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-#93

 3:30      (アニメ)
#10 主演：市川右太衛門 [終] るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-#94

 4:00  4:00  4:00

【時代劇プレミアム23】

【特選！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】

【懐かし日替り時代劇】

【懐かし日替り時代劇】

【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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19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

0:00
暴

1:00

2:00

3:00

09/30(月)
4:00【朝だよ！鬼平犯科帳】

鬼平犯科帳'82
#19

 4:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生

 5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】

暴れん坊将軍Ⅲ

#106
 6:00 【朝だよ！雲霧仁左衛門】

雲霧仁左衛門３
#4

 6:57【健康体操】朝だよ!ごぼう先生

7:00【朝だよ!長七郎江戸日記】

長七郎江戸日記１
#78

【懐かし日替り時代劇】
 8:00

銭形平次
#236

(セレクション放送)
 9:00

同心部屋御用帳
江戸の旋風Ⅳ

#17
10:00

暴れん坊将軍Ⅳ
（第４シリーズ）

#35
11:00

ご存知遠山の金さん

#27
12:00

長七郎江戸日記２

#16
13:00

三匹が斬る！
#11

【懐かし日替り時代劇】
14:00

銭形平次
#237

(セレクション放送)
15:00

必殺仕事人Ⅳ

#7
16:00  新番組スタート！！

[新] 同心部屋御用帳
新・江戸の旋風　#1

主演：加山雄三
17:00

長七郎江戸日記２

#40
18:00

暴れん坊将軍Ⅳ
（第４シリーズ）

#50
19:00

ご存知遠山の金さん

#34
20:00

続・三匹が斬る！
#12

【特選！日替り時代劇】
21:00

剣客商売５

#7
22:00　　（映画）

高瀬舟

主演：前田吟 
【時代劇プレミアム23】

23:00
髑髏検校

 

主演：田村正和
【特選！日替り時代劇】

 1:00
剣客商売５

#6
 2:00

必殺仕事人

#72
3:00

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。


