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…

12/ 2(水) 深夜3:55-翌あさ4:00

放送機器ﾒﾝﾃﾅﾝｽのため停波

ｽｶﾊﾟｰ!(ch.292)、

ｽｶﾊﾟｰ!ﾌﾟﾚﾐｱﾑｻｰﾋﾞｽ(ch.662)、

ｽｶﾊﾟｰ!ﾌﾟﾚﾐｱﾑｻｰﾋﾞｽ光(ch.662)

…

12/ 9(水) 深夜3:55-翌あさ4:00

放送機器ﾒﾝﾃﾅﾝｽのため停波

ｽｶﾊﾟｰ!(ch.292)、

ｽｶﾊﾟｰ!ﾌﾟﾚﾐｱﾑｻｰﾋﾞｽ(ch.662)、

ｽｶﾊﾟｰ!ﾌﾟﾚﾐｱﾑｻｰﾋﾞｽ光(ch.662)

…

12/14(月) 深夜1:00 ～ 翌あさ7:00

放送機器メンテナンスのため、

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)、

及び、スカパー！プレミアムサービス光(ch.662) 停波

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 「植木等劇場」の作品紹介
・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネルpresents 「四人の姐さん」のすべて
・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネルpresents 「植木等劇場」のすべて
・生活情報の時間
・おひるの生活情報の時間
・円広志＆はるな愛のおうちDEしあわせ便

・12/ 6(日)  あさ10:00 ～ 午後 3:00 の番組 …
・毎週(月)～（金） ひる 1:00 ～ 午後 3:00の番組 …

※12月の月末は特別編成のため、昼の無料放送は12/25までとなります。

■＜4Kデジタルリマスター版＞の番組は2Kダウンコンバートにて放送いたします。

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。

・12/ 9(水) よる11:00 ～ ｢風車の浜吉捕物綴１｣

・12/26(土) 深夜 1:30 ～ ｢風車の浜吉捕物綴１｣

② 【推】は、スカパー！Hybridcastサービス向けオススメ番組です。

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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12/01(火) 12/02(水) 12/03(木) 12/04(金) 12/05(土) 12/06(日)
4:00  4:00 【朝だよ!大岡越前】  4:00 【朝だよ!大岡越前】  4:00 【朝だよ!大岡越前】  4:00 【朝だよ!大岡越前】  4:00 （前日の続き）

大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 戦国疾風伝 二人の軍師
#12 主演：加藤剛 #13 #14 #15 秀吉に天下を獲らせた男たち 主演：里見浩太朗

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 出演:高橋克典/山本耕史

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 【朝だよ！暴れん坊将軍】  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】 【北大路欣也劇場】  5:00 【新･藤沢周平劇場】
暴れん坊将軍１１ 暴れん坊将軍１１ 暴れん坊将軍１１ 暴れん坊将軍１１  5:00 　　 忠臣蔵 [終] 悪党狩り

#2 #24
#4 #5 #6 #7 主演：北大路欣也 主演：尾上菊五郎

6:00  6:00 【朝だよ!子連れ狼】  6:00 【朝だよ!子連れ狼】  6:00 【朝だよ!子連れ狼】  6:00 【朝だよ!子連れ狼】  6:00  6:00
子連れ狼３ 子連れ狼３ 子連れ狼３ 子連れ狼３ 忠臣蔵 新・半七捕物帳

#10 主演：萬屋錦之介 #11 #12 #13 #12
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 #3 主演：真田広之

7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00
大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 伝七捕物帳
#11 主演：加藤剛 #15 #5

 7:55 「植木等劇場」のすべて #12 #13 #14 主演：松方弘樹 主演：中村梅雀
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

新・木枯し紋次郎 新・木枯し紋次郎 新・木枯し紋次郎 新・木枯し紋次郎 名奉行  遠山の金さん 精霊の守り人 終章
#20 #21 美女の陰謀！

主演：中村敦夫  8:55 「四人の姐さん」のすべて #22 #23 関八州あばれ旅 #4
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 主演：綾瀬はるか

逃亡 逃亡 逃亡 [終] 逃亡  9:10
#3 螢草 菜々の剣

主演：上川隆也 #4 #5 #6 主演：松方弘樹 #3 主演：清原果耶
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 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳３
【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】 引き込み女 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>

#5 #6 #7 #8 #6
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

遠山の金さん 遠山の金さん 遠山の金さん 遠山の金さん 剣客商売２
#109 主演：中村吉右衛門

主演：高橋英樹 #110 #111 #112 11:45 生活情報の時間 #7
12:00 12:00　　姫君捕物控 #6 12:00 12:00 12:00 12:00 【時代劇専門ﾁｬﾝﾈﾙｵﾘｼﾞﾅﾙ】

主演：加賀まりこ 姫君捕物控 #7 姫君捕物控 #8 姫君捕物控 #9 暴れん坊将軍１０ 12:00　オリジナル時代劇
12:30 12:30 12:30 12:30 円広志＆はるな愛の 闇の狩人 前篇
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 おうちdeしあわせ便 #18

13:00 13:00
13:00 13:00 13:00 13:00 暴れん坊将軍１０
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 長七郎江戸日記スペシャル 主演：中村梅雀

血闘 荒木又右衛門 千姫有情 母ありき 天下を取れ！仕掛けられた反乱 一心太助とご落胤 #19 13:40
14:00 男一匹ここにあり！ 14:00 メイキング オブ

暴れん坊将軍１０ 「闇の狩人」
主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗

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 14:45 生活情報の時間
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00  新番組スタート！！ 【北大路欣也劇場】 15:00

新必殺からくり人 新必殺からくり人 [終] 新必殺からくり人 [新] 必殺からくり人 血風編 15:00 　　忠臣蔵 （映画）
#11 #1 # 4 主演：北大路欣也 勢揃い東海道

主演：山田五十鈴 #12 #13 主演：山崎努 15:50
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 忠臣蔵

剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 [終] 剣客商売'73
#19 #5 主演：片岡千恵蔵

主演：加藤剛 #20 #21 #22 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】 17:00 【池波正太郎劇場】

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 [終] 鬼平犯科帳２
#14 鬼平犯科帳スペシャル <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>

主演：加藤剛 #15 #16 #17 見張りの糸 #21
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 18:20
【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】 剣客商売２

#22 #23 #24 #25 主演：中村吉右衛門
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 【時代劇専門ﾁｬﾝﾈﾙｵﾘｼﾞﾅﾙ】 #2

遠山の金さん 遠山の金さん 遠山の金さん 遠山の金さん 19:00　オリジナル時代劇 【東映オールスター時代劇】
#117 #120 鬼平外伝 老盗流転 19:20 チャンネル初放送!

主演：高橋英樹 #118 #119 19:55 「植木等劇場」のすべて （映画）
20:00 20:00　大江戸捜査網 20:00 20:00　大江戸捜査網 20:00 赤穂浪士

（第３シリ―ズ）#22 大江戸捜査網 （第３シリ―ズ）#24 大江戸捜査網 出演：橋爪功／國村隼
主演：杉良太郎 （第３シリ―ズ） #23 20:55 「四人の姐さん」のすべて （第３シリ―ズ） #25 20:30　　　　ドラマ

「鬼平外伝 夜兎の角右衛門」

21:00 21:00 21:00　家康が も恐れた男 21:00 21:00　山田風太郎 からくり事件帖 メイキング
雲霧仁左衛門#4 真田幸村 豊臣秀吉 天下を獲る！ ―警視庁草紙より―#3 21:20 主演：片岡千恵蔵

主演：天知茂 #8 主演：松方弘樹 #4 主演：中村勘九郎（中村勘三郎）  主演：小林桂樹(#1-4)
松本清張の西海道談綺 【劇団☆新感線祭】

22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00
精霊の守り人 終章 新・半七捕物帳 伝七捕物帳 螢草 菜々の剣 （舞台）

#13 #6 #4 ゲキ×シネ
#5 主演：真田広之 主演：中村梅雀 主演：清原果耶 髑髏城の七人

23:00 主演：綾瀬はるか  ～アカドクロ
【時代劇プレミアム23】 23:00 23:00 23:00

23:10 暴れん坊将軍スペシャル 暴れん坊将軍スペシャル はぐれ狼 主演：松平健
暴れん坊将軍スペシャル 2004 2008

0:00 2003 【Edoテレ】
主演：中村梅之助  0:00 歴史科学捜査班

 0:45 「植木等劇場」の作品紹介  0:45 「植木等劇場」の作品紹介 【セレクション放送】 主演：古田新太
#10

1:00  1:00  1:00 家康が も恐れた男  1:00  1:00  1:00      (アニメ)  1:00
折鶴 真田幸村 豊臣秀吉 天下を獲る！ 山田風太郎 からくり事件帖 「ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｶﾑｲ」第三期 #9 長七郎江戸日記スペシャル

山本周五郎・作 ひやめし物語より #7 #3 ―警視庁草紙より―#2  1:30 長七郎立つ！江戸城の対決
 主演：国広富之 主演：松方弘樹 主演：中村勘九郎（中村勘三郎）  主演：小林桂樹(#1-4) 騎馬奉行がゆく

2:00  2:00  2:00  2:00  2:00
新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人

#36 主演：里見浩太朗
主演：藤田まこと #37 #38 #39

3:00  3:00      (アニメ)  3:00      (アニメ)  3:00      (アニメ)  3:00      (アニメ) 主演：高橋英樹 3:00
赤胴鈴之助 #21 赤胴鈴之助 #23 赤胴鈴之助 #24 赤胴鈴之助 #26  3:20

 3:30      (アニメ) 3:30  3:30      (アニメ)  3:30      (アニメ) 長七郎江戸日記スペシャル

赤胴鈴之助 #22 赤胴鈴之助 #25 赤胴鈴之助 #27 海を渡る五十万両
 4:00  4:00  4:00

【時代劇プレミアム23】

【特選！日替り時代劇】

【時専文庫】

【特選！日替り時代劇】

【午後のスペシャルアワー】華麗なる剣士　里見浩太朗時代劇特集

【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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12/07(月) 12/08(火) 12/09(水) 12/10(木) 12/11(金) 12/12(土) 12/13(日)
 4:00 【朝だよ!大岡越前】  4:00 【朝だよ!大岡越前】  4:00 【朝だよ!大岡越前】  4:00 【朝だよ!大岡越前】  4:00 【朝だよ!大岡越前】  4:00 （前日の続き）

大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 戦国疾風伝 二人の軍師
#16 #17 #18 #19 #20 秀吉に天下を獲らせた男たち 主演：里見浩太朗

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 #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 【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】 【北大路欣也劇場】  5:00  新番組スタート！！

暴れん坊将軍１１ 暴れん坊将軍１１ 暴れん坊将軍１１ 暴れん坊将軍１１ 暴れん坊将軍１１  5:00 　　 忠臣蔵 【新･藤沢周平劇場】
[新] 立花登青春手控え３

#8 #9 #10 #11 #12 #4 #1 主演：溝端淳平
 6:00 【朝だよ!子連れ狼】  6:00 【朝だよ!子連れ狼】  6:00 【朝だよ!子連れ狼】  6:00 【朝だよ!子連れ狼】  6:00 【朝だよ!子連れ狼】  6:00  6:00

子連れ狼３ 子連れ狼３ 子連れ狼３ 子連れ狼３ 子連れ狼３ 忠臣蔵 新・半七捕物帳
#14 #15 #16 #17 #18

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 #13
 7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00

大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 伝七捕物帳

#15 #16 #17 #18 #19 #16 #6
 8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

新・木枯し紋次郎 新・木枯し紋次郎 [終] 新・木枯し紋次郎 帰って来た木枯し紋次郎 荒木又右衛門 名奉行 遠山の金さん 第3部 精霊の守り人 終章
#26 伊賀の決闘

#24 #25  8:55 「植木等劇場」のすべて 主演：里見浩太朗 #17
 9:00  新番組スタート！！  9:00  9:00  9:00  9:00 #5

大江戸捜査網 大江戸捜査網 大江戸捜査網 大江戸捜査網 名奉行 遠山の金さん 第3部  9:10
（第３シリ―ズ）#1 （第３シリ―ズ） （第３シリ―ズ） 主演：中村敦夫 （第３シリ―ズ） 螢草 菜々の剣
主演：杉良太郎 #2 #3  9:45 生活情報の時間 #4 #18 #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 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳３

【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】#12 【太鼓判セレクション】 雨引の文五郎 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>
#9 #10 #11 10:55 「四人の姐さん」のすべて #13 #7

11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
遠山の金さん 遠山の金さん 遠山の金さん 遠山の金さん 遠山の金さん 剣客商売２

主演：中村吉右衛門
#113 #114 #115 #116 #117 11:45 生活情報の時間 #8

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00  新番組スタート‼ 12:00 【時代劇専門ﾁｬﾝﾈﾙｵﾘｼﾞﾅﾙ】

姫君捕物控 #10 姫君捕物控 #11 姫君捕物控 #12 [終] 姫君捕物控 #13 [新] 風の中のあいつ #1 暴れん坊将軍１０ 12:00　オリジナル時代劇
12:30 円広志＆はるな愛の 12:30 12:30 12:30 12:30 円広志＆はるな愛の 闇の狩人 後篇

おうちdeしあわせ便 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 おうちdeしあわせ便 #21
13:00

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 暴れん坊将軍１０
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 長七郎江戸日記スペシャル 長七郎江戸日記スペシャル 主演：中村梅雀
ふたり長七郎 京の舞い 長七郎 大奥まかり通る 後の挑戦 さらば長七郎 長七郎の陰謀 虫ケラ一匹なればこそ #22 13:40

後の剣舞い 14:00 「鬼平外伝 老盗流転」メイキング

暴れん坊将軍１０ 生誕90年 池波正太郎の美学

主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗 総集編
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 14:45 生活情報の時間
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 【北大路欣也劇場】 15:00

必殺からくり人 血風編 必殺からくり人 血風編 必殺からくり人 血風編 必殺からくり人 血風編 必殺からくり人 血風編 15:00 　　忠臣蔵 （映画）
#2 #6 家光と彦左と一心太助

15:55 「植木等劇場」のすべて #3 #4 #5 #6 15:50
16:00  新番組スタート！！ 16:00 16:00 16:00 16:00 忠臣蔵

[新] 旅がらす事件帖 旅がらす事件帖 旅がらす事件帖 旅がらす事件帖 旅がらす事件帖
#1 #7 主演：中村錦之助

主演：小林旭 #2 #3 #4 #5 16:45 生活情報の時間 [萬屋錦之介]
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 【池波正太郎劇場】 17:00  新番組スタート！！

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 [新] 鬼平犯科帳３
#21 鬼平犯科帳スペシャル <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>

#18 #19 #20 17:55 「植木等劇場」のすべて #22 密告 #1 主演：中村吉右衛門
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 剣客商売２
【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】

#26 #27 #28 #29 #30 主演：中村吉右衛門 #3
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 【時代劇専門ﾁｬﾝﾈﾙｵﾘｼﾞﾅﾙ】 【中村錦之助劇場】

遠山の金さん 遠山の金さん 遠山の金さん 遠山の金さん 遠山の金さん 19:00　オリジナル時代劇 19:00 チャンネル初放送!
#125 鬼平外伝 夜兎の角右衛門 （映画）

#121 #122 #123 #124 19:55 「四人の姐さん」のすべて 殿さま弥次喜多 怪談道中
20:00 20:00 20:00  新番組スタート！！ 20:00 20:00

[終] 大江戸捜査網 しぶとい連中 [新] 月影兵庫あばれ旅 月影兵庫あばれ旅 月影兵庫あばれ旅 主演：中村錦之助
（第３シリ―ズ） #26  主演：菅原文太 #1 主演：村上弘明 #2 #3 主演：中村梅雀 [萬屋錦之介]

20:45「鬼平外伝 熊五郎の顔」 20:45 生活情報の時間
21:00 21:00 21:00　家康が も恐れた男 21:00 21:00 メイキング 【劇団☆新感線祭】

剣客商売１ 雲霧仁左衛門 真田幸村 豊臣秀吉 天下を獲る！ 山田風太郎 からくり事件帖 ～生きる伝統、さらなる挑戦～ 21:00
#7 #5 #9 #5 ―警視庁草紙より―#4 21:30 （舞台）

22:00  新番組スタート！！ 荒木又右衛門 「髑髏城の七人」
【新･藤沢周平劇場】 22:00 22:00 22:00 22:00 男たちの修羅 Season鳥 

[新] 立花登青春手控え３ 精霊の守り人 終章 新・半七捕物帳 伝七捕物帳 螢草 菜々の剣
#1

主演：溝端淳平 #14 #7 #5
【時代劇プレミアム23】 #6

23:00 【時代劇プレミアム23】 23:00 23:00 23:00
華岡青洲の妻 23:10 <解>風車の浜吉捕物綴１ （映画） 鬼平犯科帳スペシャル 主演：加藤剛

#3 主演：和久井映見 御用牙 勢揃い東海道 山吹屋お勝 主演：阿部サダヲ
 0:00 【Edoテレ】

華岡青洲の妻 主演：平幹二朗 主演：中村吉右衛門  0:00 歴史科学捜査班  0:10
#4 主演：松方弘樹  0:45 「植木等劇場」の作品紹介 主演：片岡千恵蔵  0:45 「植木等劇場」の作品紹介 【セレクション放送】 長七郎江戸日記スペシャル

#11 怨霊見参！長七郎･弟と対決

 1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00      (アニメ)
剣客商売１ 雲霧仁左衛門 家康が も恐れた男 豊臣秀吉 天下を獲る！ 山田風太郎 からくり事件帖 「ゴ―ルデンカムイ」第三期 #10 主演：里見浩太朗

真田幸村 ―警視庁草紙より―  1:30  1:30
#6 #4 #8 #4 #3 江戸の用心棒スペシャル 松本清張の西海道談綺

 2:00  2:00  2:00  新番組スタート！！  2:00  2:00  汝懐妊われ覚えあり
新必殺仕置人 [終] 新必殺仕置人 [新] 必殺からくり人 必殺からくり人 必殺からくり人

#1
#40 #41 主演：山田五十鈴 #2 #3

 3:00      (アニメ)  3:00      (アニメ)  3:00      (アニメ)  3:00      (アニメ)  3:00      (アニメ) 主演：高橋英樹
赤胴鈴之助 #28 赤胴鈴之助 #30 赤胴鈴之助 #32 赤胴鈴之助 #33 赤胴鈴之助 #35  3:20

 3:30      (アニメ)  3:30      (アニメ) 3:30  3:30      (アニメ)  3:30      (アニメ) 長七郎江戸日記スペシャル 主演：松平健
赤胴鈴之助 #29 赤胴鈴之助 #31 赤胴鈴之助 #34 赤胴鈴之助 #36 柳生の陰謀

 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】

【時専文庫】

【特選！日替り時代劇】

【午後のスペシャルアワー】華麗なる剣士　里見浩太朗時代劇特集

【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。

【推】
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12/14(月) 12/15(火) 12/16(水) 12/17(木) 12/18(金) 12/19(土) 12/20(日)
 4:00 【朝だよ!大岡越前】  4:00 【朝だよ!大岡越前】  4:00 【朝だよ!大岡越前】  4:00 【朝だよ!大岡越前】  4:00 （前日の続き）

大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 戦国疾風伝 二人の軍師
#21 主演：杉良太郎 #22 #23 #24 秀吉に天下を獲らせた男たち 主演：里見浩太朗

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 #6
 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 【朝だよ！暴れん坊将軍】 【北大路欣也劇場】  5:00 【新･藤沢周平劇場】

暴れん坊将軍１１ 御用牙 暴れん坊将軍１１ 暴れん坊将軍１１ 暴れん坊将軍１１  5:00 　　 忠臣蔵 立花登青春手控え３

#13 #14 #15 #16 #6 #2
 6:00 【朝だよ!子連れ狼】  6:00 【朝だよ!子連れ狼】  6:00 【朝だよ!子連れ狼】  6:00 【朝だよ!子連れ狼】  6:00  6:00

子連れ狼３ 子連れ狼３ 子連れ狼３ 子連れ狼３ 忠臣蔵 新・半七捕物帳
#19 主演：松方弘樹 #20 #21 #22

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 #7 #14
 7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00

大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 伝七捕物帳

#20 #21 #22 #23 #24 #19 #7
 8:00  新番組スタート！！  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

[新] 春が来た 春が来た 春が来た 春が来た 春が来た 名奉行 遠山の金さん 第3部 精霊の守り人 終章
#1

出演：仲代達矢／西田敏行 #2 #3 #4 #5 #20
 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 #6

大江戸捜査網 大江戸捜査網 大江戸捜査網 大江戸捜査網 大江戸捜査網 名奉行 遠山の金さん 第3部  9:10
（第３シリ―ズ） （第３シリ―ズ） （第３シリ―ズ） （第３シリ―ズ） （第３シリ―ズ）#9 螢草 菜々の剣

#5 #6 #7 #8  9:55 「四人の姐さん」のすべて #21 #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 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳３
【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】 高萩の捨五郎 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>

#14 #15 #16 #17 #18 #8
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

遠山の金さん 遠山の金さん 遠山の金さん 遠山の金さん 遠山の金さん 剣客商売２
#118 主演：中村吉右衛門

11:55 「植木等劇場」のすべて #119 #120 #121 #122 11:45 生活情報の時間 #9
12:00　風の中のあいつ #2 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 【時代劇専門ﾁｬﾝﾈﾙｵﾘｼﾞﾅﾙ】

主演：萩原健一 風の中のあいつ #3 風の中のあいつ #4 風の中のあいつ #5 風の中のあいつ #6 暴れん坊将軍１０ 12:00　オリジナル時代劇
12:30 円広志＆はるな愛の 12:30 12:30 12:30 12:30 円広志＆はるな愛の 鬼平外伝 老盗流転

おうちdeしあわせ便２ 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 おうちdeしあわせ便２ #24
13:00

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 [終] 暴れん坊将軍１０ 出演：橋爪功／國村隼
あぐら剣法無頼帖 御用船炎上 忠臣蔵うら話 仲蔵狂乱 鼠小僧次郎吉 密偵 13:30　　　ドラマ

用心棒と好色一代男 #25 「鬼平外伝 夜兎の角右衛門」

14:00  新番組スタート！！ メイキング
[新] 暴れん坊将軍１１ 【東映オールスター時代劇】

主演：松平健 主演：竹脇無我 主演：市川新之助 主演：林与一 主演：天知茂 14:20
14:45 生活情報の時間 (現･市川海老蔵) 14:45 生活情報の時間 14:45 生活情報の時間 #1 チャンネル初放送！

15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 【北大路欣也劇場】 （映画）
必殺からくり人 血風編 必殺からくり人 血風編 必殺からくり人 血風編 必殺からくり人 血風編 [終] 必殺からくり人 血風編 15:00 　　忠臣蔵 赤穂浪士

#8
#7 #8 #9 #10 #11 15:50

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 忠臣蔵
旅がらす事件帖 旅がらす事件帖 旅がらす事件帖 旅がらす事件帖 旅がらす事件帖

#9 #9 主演：片岡千恵蔵
#6 #7 #8 16:55 「四人の姐さん」のすべて #10 16:45 生活情報の時間

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】 17:00 【池波正太郎劇場】
大岡越前 第4部 大岡越前 第4部 [終] 大岡越前 第4部 [新] 大岡越前 第5部 大岡越前 第5部 鬼平犯科帳３

#1 鬼平犯科帳スペシャル <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>
#23 #24 #25 主演：加藤剛 #2 浅草・御厩河岸 #2

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 剣客商売２

【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】#35
#31 #32 #33 #34 18:55 「植木等劇場」のすべて 主演：中村吉右衛門 #4

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 【時代劇専門ﾁｬﾝﾈﾙｵﾘｼﾞﾅﾙ】 19:00
遠山の金さん 遠山の金さん 遠山の金さん 遠山の金さん 遠山の金さん 19:00　オリジナル時代劇 騎馬奉行がゆく

鬼平外伝 熊五郎の顔
#126 #127 #128 #129 #130

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
月影兵庫あばれ旅 月影兵庫あばれ旅 月影兵庫あばれ旅 月影兵庫あばれ旅 月影兵庫あばれ旅 主演：寺島しのぶ

#4 #5 #6 #7 #8 20:30 主演：高橋英樹
メイキング・オブ・

21:00 21:00 21:00　家康が も恐れた男 21:00 21:00山田風太郎 からくり事件帖 「鬼平外伝 終章 【劇団☆新感線祭】
剣客商売１ 雲霧仁左衛門 真田幸村 豊臣秀吉 天下を獲る！ ―警視庁草紙より―#5  四度目の女房」 21:00 チャンネル初放送!

#6 #10 #6  主演：佐野浅夫(#5-9) 21:30 （舞台）
#8 忠臣蔵外伝 薄桜記 ゲキ×シネ

22:00【新･藤沢周平劇場】 22:00 22:00 22:00 22:00 五右衛門ロック
立花登青春手控え３ 精霊の守り人 終章 [終] 新・半七捕物帳 伝七捕物帳 螢草 菜々の剣

#2 #15 #8 #6
【時代劇プレミアム23】 #7

23:00 【時代劇プレミアム23】 23:00 23:00 23:00
華岡青洲の妻 #5 23:10 大石内蔵助 冬の決戦 堀部安兵衛 鬼平犯科帳スペシャル 主演：杉良太郎

【特選！日替り時代劇】 大石内蔵助 冬の決戦 後編  兇賊
 0:00 前編 【Edoテレ】 主演：古田新太

剣客商売１ 主演：平幹二朗 主演：中村吉右衛門  0:00 歴史科学捜査班
主演：平幹二朗  0:45 「植木等劇場」の作品紹介 主演：小澤征悦  0:45 「植木等劇場」の作品紹介 【セレクション放送】  0:30

#7 #12 長七郎江戸日記スペシャル

 1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00      (アニメ) 風雲！旗本奴と町奴
騎馬奉行がゆく 雲霧仁左衛門 家康が も恐れた男 豊臣秀吉 天下を獲る！ 山田風太郎 からくり事件帖 「ゴ―ルデンカムイ」第三期 #11

真田幸村 ―警視庁草紙より―  1:30
#5 #9 #5 #4 荒木又右衛門

 2:00  2:00  2:00  2:00 決闘鍵屋の辻
必殺からくり人 必殺からくり人 必殺からくり人 必殺からくり人 主演：里見浩太朗

主演：高橋英樹 #4 #5 #6 #7  2:30
 2:57 日本映画放送 番組審議委員会  2:57 日本映画放送 番組審議委員会  2:57 日本映画放送 番組審議委員会  2:57 日本映画放送 番組審議委員会  2:57 日本映画放送 番組審議委員会 牢獄の花嫁
 3:00  3:00      (アニメ)  3:00      (アニメ)  3:00      (アニメ)  3:00     (アニメ) 主演：高橋英樹

右門捕物帖 赤胴鈴之助 #37 赤胴鈴之助 #39 赤胴鈴之助 #41 赤胴鈴之助 #43  3:20  主演：岡田英次
 3:30      (アニメ)  3:30      (アニメ)  3:30      (アニメ)  3:30      (アニメ) 長七郎江戸日記スペシャル  3:30

赤胴鈴之助 #38 赤胴鈴之助 #40 赤胴鈴之助 #42 赤胴鈴之助 #44 母は敵か？！正雪の陰謀
 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】

【時専文庫】

【特選！日替り時代劇】

【午後のスペシャルアワー】

【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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12/21(月) 12/22(火) 12/23(水) 12/24(木) 12/25(金) 12/26(土) 12/27(日)
 4:00 【朝だよ!大岡越前】  4:00 【朝だよ!大岡越前】  4:00 【朝だよ!大岡越前】  4:00 【朝だよ!大岡越前】  4:00  新番組スタート！！  4:00 （前日の続き）

大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 [終] 大岡越前 第1部 [新] 大岡越前 第2部 [終] 戦国疾風伝 二人の軍師

#25 #26 #27 #28 #1 主演：加藤剛 秀吉に天下を獲らせた男たち 主演：里見浩太朗
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 #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  新番組スタート！！  5:00 【朝だよ！暴れん坊将軍】 【北大路欣也劇場】  5:00 【新･藤沢周平劇場】

暴れん坊将軍１１ 暴れん坊将軍１１ [終] 暴れん坊将軍１１ [新] 暴れん坊将軍１２ 暴れん坊将軍１２  5:00 　　 忠臣蔵 立花登青春手控え３

#17 #18 #19 #1 #2 #8 #3
 6:00 【朝だよ!子連れ狼】  6:00 【朝だよ!子連れ狼】  6:00 【朝だよ!子連れ狼】  6:00 【朝だよ!子連れ狼】  6:00　　忠臣蔵異聞  6:00  6:00

子連れ狼３ 子連れ狼３ 子連れ狼３ [終] 子連れ狼３  生きていた吉良上野介 忠臣蔵 [終] 新・半七捕物帳
#23 #24 #25 #26 主演：川谷拓三

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 #15
 7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00

大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部 伝七捕物帳

#25 #26 #27 #28 #29 #22 #8
 8:00  8:00  新番組スタート！！  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

[終] 春が来た [新] 世直し順庵！人情剣 世直し順庵！人情剣 世直し順庵！人情剣 世直し順庵！人情剣 名奉行 遠山の金さん 第3部 精霊の守り人 終章
#1

#6 主演：藤田まこと #2 #3 #4 #23
 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 #7

大江戸捜査網 大江戸捜査網 大江戸捜査網 大江戸捜査網 大江戸捜査網 [終] 名奉行 遠山の金さん  9:10
（第３シリ―ズ） （第３シリ―ズ） （第３シリ―ズ） （第３シリ―ズ） （第３シリ―ズ） 第3部 螢草 菜々の剣

#10 #11 #12 #13 #14 #24 #6
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 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 （映画） 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳３
【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】 家光と彦左と一心太助  一寸の虫 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>

#19 #20 #21 #22 #9
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

遠山の金さん 遠山の金さん 遠山の金さん 遠山の金さん 剣客商売２
#124 主演：中村錦之助 主演：中村吉右衛門

#123 11:55 「四人の姐さん」のすべて #125 #126 [萬屋錦之介] #10
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 【時代劇専門ﾁｬﾝﾈﾙｵﾘｼﾞﾅﾙ】

風の中のあいつ #7 風の中のあいつ #8 風の中のあいつ #9 風の中のあいつ #10 風の中のあいつ #11 暴れん坊将軍800回記念 12:00　オリジナル時代劇
12:30 円広志＆はるな愛の 12:30 12:30 12:30 12:30 円広志＆はるな愛の 新春スペシャル 江戸城乗っ取り！！ 鬼平外伝 夜兎の角右衛門

おうちdeしあわせ便２ 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 おうちdeしあわせ便２ 人質は百万人！？ 危うし！
八百八町が火の海に

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
御用船炎上 忠臣蔵うら話 仲蔵狂乱 鼠小僧次郎吉 密偵 あぐら剣法無頼帖 主演：中村梅雀

用心棒と好色一代男 13:45「鬼平外伝 熊五郎の顔」

14:00 メイキング
暴れん坊将軍１１  ～生きる伝統、さらなる挑戦～

主演：竹脇無我 主演：市川新之助 主演：林与一 主演：天知茂 主演：松平健 14:30 生活情報の時間
14:45 生活情報の時間 (現･市川海老蔵) 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 #2 14:45 日本の城 関東・甲信越編2

15:00  新番組スタート！！ 15:00 15:00 15:00 15:00 【北大路欣也劇場】 【中村錦之助劇場】
[新] 江戸プロフェッショナル 江戸プロフェッショナル 江戸プロフェッショナル 江戸プロフェッショナル 江戸プロフェッショナル 15:00 15:00 チャンネル初放送!

必殺商売人 必殺商売人 必殺商売人 必殺商売人 必殺商売人 [終] 忠臣蔵 （映画）
#1 主演：藤田まこと #2 #3 #4 #5 殿さま弥次喜多 怪談道中

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 #10
旅がらす事件帖 旅がらす事件帖 旅がらす事件帖 旅がらす事件帖 旅がらす事件帖

主演：中村錦之助
#11 #12 #13 #14 #15 16:45 生活情報の時間 [萬屋錦之介]

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 【池波正太郎劇場】 17:00 【池波正太郎劇場】
大岡越前 第5部 大岡越前 第5部 大岡越前 第5部 大岡越前 第5部 大岡越前 第5部 鬼平犯科帳３

鬼平犯科帳 THE FINAL <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>
#3 #4 #5 #6 #7 前編 五年目の客 #3

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 剣客商売２

【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】
#36 #37 #38 #39 #40 主演：中村吉右衛門 #5

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 【時代劇専門ﾁｬﾝﾈﾙｵﾘｼﾞﾅﾙ】 19:00
遠山の金さん 遠山の金さん 遠山の金さん 遠山の金さん 遠山の金さん 19:00　オリジナル時代劇 （映画）

鬼平外伝 終章 ｢燃えよ剣｣
#131 #132 #133 #134 #135 四度目の女房 

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
月影兵庫あばれ旅 月影兵庫あばれ旅 月影兵庫あばれ旅 月影兵庫あばれ旅 [終] 月影兵庫あばれ旅 ※前後解説付き

#9 #10 #11 #12 #13
主演：片岡愛之助 主演：栗塚旭

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 【劇団☆新感線祭】
剣客商売１ 雲霧仁左衛門 家康が も恐れた男 豊臣秀吉 天下を獲る！ 山田風太郎 からくり事件帖 鬼平外伝スペシャル 21:00 チャンネル初放送!

#7 真田幸村 #7 ―警視庁草紙より―#6 ～池波正太郎 信州蕎麦の旅～ （舞台）
#9 【時専文庫】 #11 ゲキ×シネ

22:00【新･藤沢周平劇場】 22:00 22:00 22:00 22:00 阿修羅城の瞳2003
立花登青春手控え３ 精霊の守り人 終章 折鶴 [終] 伝七捕物帳 [終] 螢草 菜々の剣

山本周五郎・作 ひやめし物語より 22:30
#3  主演：国広富之 #9 #7 御用牙

【時代劇プレミアム23】 #8
23:00 【時代劇プレミアム23】 23:00 23:00 23:00

[終] 華岡青洲の妻 23:10　　（映画） 右門捕物帖 (映画） 鬼平犯科帳スペシャル 主演：市川染五郎
#6 家光と彦左と一心太助 ｢燃えよ剣｣ 一本眉 主演：松方弘樹 (現・松本幸四郎)

 0:00 【Edoテレ】
平手造酒 利根の決闘 主演：中村錦之助 主演：杉良太郎 ※前後解説付き  0:00 [終] 歴史科学捜査班  0:15

主演： 古谷一行 [萬屋錦之介]  0:45 「植木等劇場」の作品紹介 主演：栗塚旭 主演：中村吉右衛門 【セレクション放送】 歴史を訪ねて
#13 日本の城 九州・沖縄編

 1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00      (アニメ)  1:00 新番組スタート!!(ｱﾆﾒ)
剣客商売１ 雲霧仁左衛門 家康が も恐れた男 豊臣秀吉 天下を獲る！ 山田風太郎 からくり事件帖 「ゴ―ルデンカムイ」第三期 #12 [新] 「ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｶﾑｲ」第一期 #1

真田幸村 ―警視庁草紙より―  1:30  1:30      (アニメ)
#8 #6 #10 #6 #5 主演：佐野浅夫(#5-9) <解>風車の浜吉捕物綴１ 「ゴ―ルデンカムイ」第一期 #2

 2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00      (アニメ)
必殺からくり人 必殺からくり人 必殺からくり人 必殺からくり人 必殺からくり人 「ゴ―ルデンカムイ」第一期 #3

 2:30      (アニメ)
#8 #9 #10 #11 #12 主演：平幹二朗 「ゴ―ルデンカムイ」第一期 #4

 3:00      (アニメ)  3:00      (アニメ)  3:00      (アニメ)  3:00      (アニメ)  3:00  3:00      (アニメ)
赤胴鈴之助 #45 赤胴鈴之助 #47 赤胴鈴之助 #49 赤胴鈴之助 #51 [終] 必殺からくり人  3:20 「ゴ―ルデンカムイ」第一期 #5

 3:30      (アニメ)  3:30      (アニメ)  3:30      (アニメ)  3:30      (アニメ) 長七郎江戸日記スペシャル  3:30      (アニメ)
赤胴鈴之助 #46 赤胴鈴之助 #48 赤胴鈴之助 #50 [終] 赤胴鈴之助 #52 #13 血闘 荒木又右衛門 「ゴ―ルデンカムイ」第一期 #6

 4:00  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】

【時専文庫】

【午後のスペシャルアワー】

【特選！日替り時代劇】

【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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12/28(月) 12/29(火) 12/30(水) 12/31(木)
 4:00      (アニメ)  4:00      (アニメ)  4:00      (アニメ)  4:00
「ゴ―ルデンカムイ」第一期 #7 「ゴ―ルデンカムイ」第二期 #5 「ゴ―ルデンカムイ」第三期 #3 （映画）
 4:30      (アニメ)  4:30      (アニメ)  4:30      (アニメ) ｢燃えよ剣｣
「ゴ―ルデンカムイ」第一期 #8 「ゴ―ルデンカムイ」第二期 #6 「ゴ―ルデンカムイ」第三期 #4

 5:00      (アニメ)  5:00      (アニメ)  5:00      (アニメ)
「ゴ―ルデンカムイ」第一期 #9 「ゴ―ルデンカムイ」第二期 #7 「ゴ―ルデンカムイ」第三期 #5 ※前後解説付き
 5:30      (アニメ)  5:30      (アニメ)  5:30      (アニメ)
「ゴ―ルデンカムイ」第一期 #10 「ゴ―ルデンカムイ」第二期 #8 「ゴ―ルデンカムイ」第三期 #6 主演：栗塚旭

【忠臣蔵祭り２０２０】
 6:00  6:00  6:00  6:00

チャンネル初放送！ チャンネル初放送！ チャンネル初放送！ 大石内蔵助 冬の決戦
四匹の用心棒 大逆襲！四匹の用心棒 四匹の用心棒５ 前編

かかし半兵衛無頼旅

主演：平幹二朗
 8:00

大石内蔵助 冬の決戦
主演：渡哲也 主演：渡哲也 主演：渡哲也 後編

 9:00  9:00 【映画「赤胴鈴之助」ｼﾘｰｽﾞ傑作選】

チャンネル初放送！ チャンネル初放送！  9:00
大激闘！四匹の用心棒 四匹の用心棒４ （映画） 主演：平幹二朗

かかし半兵衛ひとり旅 赤胴鈴之助  9:45 生活情報の時間
赤胴鈴之助 飛鳥流真空斬り 10:00
赤胴鈴之助 三つ目の鳥人 堀部安兵衛

主演：渡哲也 主演：渡哲也 主演：梅若正二
主演：小澤征悦

12:00 12:00 12:00 12:00
はぐれ医者 お命預かります！ はぐれ医者 お命預かります！ 藤田まことの丹下左膳１ チャンネル初放送！
 女を愛し悪を斬る世直し殺法 痛快！美女に弱いはぐれ剣士、 （映画）

#5 将軍吉宗の江戸で巨悪を斬る！ 赤穂浪士
13:00
はぐれ医者 お命預かります！

主演：藤田まこと 主演：藤田まこと
13:45 生活情報の時間 #6 13:45 生活情報の時間
14:00  新番組スタート！！ 14:00 14:00
[新] はぐれ医者 お命預かります！ はぐれ医者 お命預かります！ 藤田まことの丹下左膳２ 主演：片岡千恵蔵

#1  大江戸にニセ左膳出現！
主演：藤田まこと #7 血を呼ぶ魔剣をめぐって 14:４0  新番組スタート！！

15:00 15:00 競う美女三人 [新] 忠臣蔵
はぐれ医者 お命預かります！ はぐれ医者 お命預かります！

主演：藤田まこと #1
#2 #8 15:40 主演：北大路欣也

16:00 16:00 藤田まことの丹下左膳３ 16:00
はぐれ医者 お命預かります！ [終] はぐれ医者 お命預かります！  江戸城狙わる！ 忠臣蔵

義賊暗闇小僧を追う
#3 #9 左膳と大岡越前 #2

17:00 主演：藤田まこと 17:00
はぐれ医者 お命預かります！ 17:20 忠臣蔵

藤田まことの丹下左膳４
#4 17:45 生活情報の時間 彷徨う丑三つの花嫁 #3

江戸城に渦巻く大陰謀！ 18:00
18:00 18:00 忠臣蔵

（映画） （映画）
任俠清水港 任俠中仙道 主演：藤田まこと #4

19:00 テレビ初放送！ 19:00
（映画） 忠臣蔵
散り椿

主演：片岡千恵蔵 主演：片岡千恵蔵 #5
20:00 20:00 20:00

（映画） （映画） 忠臣蔵
任俠東海道 勢揃い東海道

※前後解説付き #6
21:00

主演：岡田准一 忠臣蔵
主演：片岡千恵蔵 主演：片岡千恵蔵

#7
22:00 22:00 22:00 22:00

（舞台） （舞台） （舞台） 忠臣蔵
飛鳥夕映え 戦国BASARA ＭＥＳＳＩＡＨ（メサイア）

―蘇我入鹿―  ―真田幸村編― ―異聞・天草四郎― #8
23:00

※前後解説付き 忠臣蔵
出演：彩輝直（現・彩輝なお）／ ※前後解説付き
映美くらら／瀬奈じゅん（花組）／ ※前後解説付き 出演：明日海りお／仙名彩世／ #9

貴城けい（雪組）　ほか 柚香光　ほか  0:00
 0:05 出演：蘭寿とむ／蘭乃はな／  0:20 [終] 忠臣蔵

ながさき幕末の女商人 明日海りお　ほか 歴史を訪ねて
 大浦お慶 日本の城 関東・甲信越編 #10

 1:00      (アニメ)  1:00      (アニメ)  1:00      (アニメ)
「ゴ―ルデンカムイ」第一期 #11 「ゴ―ルデンカムイ」第二期 #9 「ゴ―ルデンカムイ」第三期 #7

1:30      (アニメ)  1:30      (アニメ)  1:30      (アニメ) 主演：北大路欣也
[終] 「ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｶﾑｲ」第一期 #12 「ゴ―ルデンカムイ」第二期 #10 「ゴ―ルデンカムイ」第三期 #8

 2:00 新番組スタート!!(ｱﾆﾒ)  2:00      (アニメ)  2:00      (アニメ)  2:00
[新] 「ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｶﾑｲ」第二期 #1 「ゴ―ルデンカムイ」第二期 #11 「ゴ―ルデンカムイ」第三期 #9 鬼平外伝スペシャル
 2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ)  2:30      (アニメ) ～池波正太郎 信州蕎麦の旅～

「ゴ―ルデンカムイ」第二期 #2 [終] 「ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｶﾑｲ」第二期 #12 「ゴ―ルデンカムイ」第三期 #10

 3:00      (アニメ)  3:00 新番組スタート!!(ｱﾆﾒ)  3:00      (アニメ)
「ゴ―ルデンカムイ」第二期 #3 [新] 「ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｶﾑｲ」第三期 #1 「ゴ―ルデンカムイ」第三期 #11

 3:30      (アニメ)  3:30      (アニメ)  3:30      (アニメ)  3:30　　歴史を訪ねて
「ゴ―ルデンカムイ」第二期 #4 「ゴ―ルデンカムイ」第三期 #2 「ゴ―ルデンカムイ」第三期 #12 日本の城 近畿編

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

【華麗なる宝塚歌劇の世界～Season２～アンコール】

【ありがとう 渡哲也　「四匹の用心棒」５作品一挙放送】

【特集・藤田まこと】

【片岡千恵蔵主演「清水次郎長」４作品一挙放送！】

【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。


