
時代劇専門チャンネル　2021年4月編成表

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―名女優との共演編―｣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―名女優との共演編―｣のすべて
・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネルpresents ｢原作･松本清張の世界｣のすべて
・生活情報の時間
・おひるの生活情報の時間
・テレビでよく見かけるあの商品 体を張って調べますSP

・毎週(月)～(金)ひる1:00～午後3:00の番組 …

■＜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。

・4/ 6(火) よる11:00 ～ ｢花笛伝奇｣

・4/ 7(水) よる11:00 ～ ｢さそり伝奇 風雲将棋谷｣

・4/ 9(金) 深夜 3:00 ～ ｢花笛伝奇｣

・4/16(金) 深夜 3:00 ～ ｢さそり伝奇 風雲将棋谷｣

② 【推】は、スカパー！Hybridcastサービス向けオススメ番組です。

…
4/26(月) 深夜2:00 ～ 翌あさ 4:00 (2時間)
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

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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04/01(木) 04/02(金) 04/03(土) 04/04(日)
4:00 4:00 【朝だよ！大岡越前】 4:00 【朝だよ！大岡越前】  4:00 【北大路欣也映画祭】 （前日の続き）

大岡越前 第4部 #6 大岡越前 第4部  4:20
主演：加藤剛 #7 （映画） 御宿かわせみ

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 徳川家康 白萩屋敷の月
5:00  5:00 【朝だよ！旗本退屈男】  5:00 【朝だよ！旗本退屈男】

旗本退屈男 旗本退屈男
#10  主演：古手川祐子

主演：高橋英樹 #11
6:00  6:00 【朝だよ!新･御宿かわせみ】  6:00 【朝だよ!新･御宿かわせみ】  6:00

新・御宿かわせみ #6 新・御宿かわせみ 出演:中村錦之助(萬屋錦之介) それからの武蔵
出演：沢口靖子／村上弘明 #7 ／北大路欣也 #10
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  6:45｢高倉健劇場｣の作品紹介 主演：萬屋錦之介

7:00  7:00  7:00  7:00  7:00
大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 名奉行 遠山の金さん 第5部 それからの武蔵

#11 #7
主演：加藤剛 #12 主演：松方弘樹 #11

8:00  8:00  8:00  8:00  8:00
斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 名奉行 遠山の金さん 第5部 火怨・北の英雄

<4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>　#11 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>　#12 アテルイ伝　#3
主演：中村吉右衛門  8:55 ｢高倉健劇場｣のすべて #8 主演：大沢たかお

9:00  9:00  9:00  9:00  9:00
雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 名奉行 遠山の金さん 第5部 町奉行日記

#8
主演：山崎努 #9 #9  主演：高橋英樹

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 鬼平犯科帳４

【太鼓判セレクション】 #82 【太鼓判セレクション】 仕掛人・藤枝梅安 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>
10:55 ｢原作･松本清張の世界｣のすべて #83 梅安蟻地獄 #3

11:00 11:00 11:00 11:00
遠山の金さんⅡ 遠山の金さんⅡ 剣客商売４

#30 主演：小林桂樹
主演：高橋英樹 #31 11:45 生活情報の時間 #6

12:00 12:00 姫君捕物控 #6 12:00 12:00  新番組スタート！！ 【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 [新] 三匹が斬る！ 12:00 オリジナル時代劇
12:30 12:30 #1 池波正太郎時代劇スペシャル

おひるの生活情報の時間 ﾃﾚﾋﾞでよく見かけるあの商品 体を張って調べますSP 主演：高橋英樹 「雨の首ふり坂」
13:00 13:00

13:00 13:00 三匹が斬る！
二人の武蔵 彫師伊之助捕物覚え 主演：中村梅雀

消えた女 #2 13:45
14:00 14:00 ｢新･御宿かわせみ｣の世界

三匹が斬る！ ～出演者が語る秘話～
主演：藤岡弘 主演：中村梅之助 #3

14:45｢高倉健劇場｣の作品紹介 14:45 生活情報の時間 15:00  新番組スタート！！ 14:45 生活情報の時間
15:00 15:00 15:00 【北大路欣也劇場】 15:00

必殺仕業人 必殺仕業人 [新] 八州廻り桑山十兵衛 （映画）
#13 捕物控ぶらり旅　#1 用心棒

主演：藤田まこと #14 15:50
16:00 16:00 16:00  新番組スタート！！ 八州廻り桑山十兵衛

[終] 斬り捨て御免！ TV初! [新] 斬り捨て御免！２ 捕物控ぶらり旅
<4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> #26 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>　#1 #2 監督：黒澤明

主演：中村吉右衛門 主演：中村吉右衛門 16:45 生活情報の時間 主演：三船敏郎
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7部 大岡越前 第7部 鬼平犯科帳３
#12 #13 仕掛人・藤枝梅安 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>

主演：加藤剛 17:55 ｢原作･松本清張の世界｣のすべて 梅安乱れ雲 #16
18:00 18:00 18:00 18:00  新番組スタート！！

暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 [新] 剣客商売４
【太鼓判セレクション】 #103 【太鼓判セレクション】 主演：小林桂樹 #1
18:55 ｢高倉健劇場｣のすべて #104 18:45｢高倉健劇場｣の作品紹介 主演：藤田まこと

19:00 19:00 19:00  新番組スタート！！ 【時代劇専門ﾁｬﾝﾈﾙｵﾘｼﾞﾅﾙ】 19:00
[終] 遠山の金さんⅡ [新] 名奉行 遠山の金さん 19:00 オリジナル時代劇

#42 #1 小さな橋で （映画）
主演：高橋英樹 主演：松方弘樹 3人の信長

20:00 20:00 20:00
鞍馬天狗 [終] 鞍馬天狗

#7 主演：松雪泰子 出演：ＴＡＫＡＨＩＲＯ
主演：野村萬斎 #8 20:50 ／市原隼人／岡田義徳

21:00 21:00 21:00 オリジナル時代劇｢吹く風は秋｣ 21:00
国境を越えた男 （映画） メイキング(完全版)

用心棒 21:30 （映画）
主演：中村雅俊 居眠り磐音

22:00 【時専文庫】 （映画）
22:00 [終] それからの武蔵 駆込み女と駆出し男

#13 監督：黒澤明
主演：萬屋錦之介 主演：三船敏郎 原作：佐伯泰英

23:00 主演：松坂桃李
23:00 23:00  新番組スタート！！ 23:20
ビートたけしの痛快時代劇 [新] 仕掛人　藤枝梅安
なめくじ長屋捕物さわぎ #1 出演：大泉洋／戸田恵梨香 素浪人無頼旅

0:00 主演：渡辺謙
 0:20  0:10

主演：ビートたけし 歴史を訪ねて 日本の城 （映画）
 0:45｢高倉健劇場｣の作品紹介 九州・沖縄編 座頭市(1989)

1:00  1:00 【特選！日替り時代劇】 勝新太郎ﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞｶｯﾄ

かあちゃん  1:00 [終] ちかえもん <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> 主演：舘ひろし
#8 ※2Kダウンコンバートにて放送

主演：市原悦子 出演：青木崇高/松尾ｽｽﾞｷ/優香  1:55 ｢高倉健劇場｣のすべて

2:00  2:00  2:00 監督･主演：勝新太郎  2:00
必殺仕置屋稼業 必殺仕置屋稼業  2:15

#13 素浪人無頼旅Ⅱ
主演：藤田まこと #14 （映画）

3:00  3:00  3:00 座頭市と用心棒

主演：舘ひろし
出演：勝新太郎/三船敏郎

 4:00

【午後のスペシャルアワー】

【時代劇プレミアム23】

【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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04/05(月) 04/06(火) 04/07(水) 04/08(木) 04/09(金) 04/10(土) 04/11(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】 （前日の続き） （前日の続き）

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  4:20
#8 #9 #10 #11 #12 主演：松方弘樹 御宿かわせみ

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  4:45｢高倉健劇場｣の作品紹介 恋娘
 5:00 【朝だよ！旗本退屈男】  5:00 【朝だよ！旗本退屈男】  5:00 【朝だよ！旗本退屈男】  5:00 【朝だよ！旗本退屈男】  5:00 【朝だよ！旗本退屈男】  5:00  新番組スタート！！

旗本退屈男 旗本退屈男 旗本退屈男 旗本退屈男 旗本退屈男 【北大路欣也劇場】
[新] 八州廻り桑山十兵衛  主演：古手川祐子

#12 #13 #14 #15 #16 捕物控ぶらり旅　#1
 6:00 【朝だよ!新･御宿かわせみ】  6:00 【朝だよ!新･御宿かわせみ】  6:00 【朝だよ!新･御宿かわせみ】  6:00 【朝だよ!新･御宿かわせみ】  6:00 【朝だよ!新･御宿かわせみ】  6:00  6:00

新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 八州廻り桑山十兵衛 それからの武蔵
#8 #9 #10 #11 #12 捕物控ぶらり旅

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 #2 #12
 7:00  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 大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 名奉行 遠山の金さん 第5部 [終] それからの武蔵

#13 #14 #15 #16 #17 #10 #13
 8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 名奉行 遠山の金さん 第5部 [終] 火怨・北の英雄
<4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> アテルイ伝

#13 #14 #15 #16 #17 #11 #4
 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00

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 名奉行 遠山の金さん 第5部 夢ぞ見し
#11

#10  9:55 ｢原作･松本清張の世界｣のすべて #12 #13 #14 #12 主演： 岩下志麻
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４
【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】 仕掛人・藤枝梅安 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>

#84 #85 #86 #87 #88 梅安流れ星 #4
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

遠山の金さんⅡ 遠山の金さんⅡ 遠山の金さんⅡ 遠山の金さんⅡ 遠山の金さんⅡ 剣客商売４
#34 主演：小林桂樹

#32 #33 11:55 ｢高倉健劇場｣のすべて #35 #36 11:45 生活情報の時間 #7
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】

姫君捕物控　#8 姫君捕物控　#9 姫君捕物控　#10 姫君捕物控　#11 姫君捕物控　#12 三匹が斬る！ 12:00 オリジナル時代劇
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 新・御宿かわせみ
ﾃﾚﾋﾞでよく見かけるあの商品 体を張って調べますSP 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 ﾃﾚﾋﾞでよく見かけるあの商品 体を張って調べますSP #4

13:00
13:00 鬼平犯科帳'69 13:00 13:00 13:00 13:00 三匹が斬る！ 主演：真野響子

#1 清水次郎長物語 影狩り 裏切りの報酬 怪談津の国屋 13:40
主演：初代 松本白鸚 半七捕物帳 #5 ｵﾘｼﾞﾅﾙ時代劇｢小さな橋で｣撮影日誌

14:00 14:00 ～11歳と73歳の挑戦～
鬼平犯科帳'71 三匹が斬る！ 14:15 生活情報の時間

#1 主演：松平健 主演：村上弘明 主演：露口茂 主演：露口茂 14:30
主演：初代 松本白鸚 14:45 生活情報の時間 14:45｢高倉健劇場｣の作品紹介 14:45 生活情報の時間 14:45｢高倉健劇場｣の作品紹介 #6

15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 【北大路欣也劇場】 （映画）
必殺仕業人 必殺仕業人 必殺仕業人 必殺仕業人 必殺仕業人 八州廻り桑山十兵衛 座頭市と用心棒

捕物控ぶらり旅　#3
#15 #16 #17 #18 #19 15:50

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 八州廻り桑山十兵衛
斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 捕物控ぶらり旅

<4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>　#2 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> #4 出演：勝新太郎/三船敏郎
16:55 ｢高倉健劇場｣のすべて #3 #4 #5 #6 16:45 生活情報の時間 16:45｢高倉健劇場｣の作品紹介

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 鬼平犯科帳３

剣客商売スペシャル <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>
#14 #15 #16 #17 #18 助太刀 #17

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４

【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】 主演：藤田まこと
#105 #106 #107 #108 #109 18:55 ｢原作･松本清張の世界｣のすべて #2

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 【氷川きよしの世界】
名奉行 遠山の金さん 名奉行 遠山の金さん 名奉行 遠山の金さん 名奉行 遠山の金さん 名奉行 遠山の金さん 19:00 オリジナル時代劇

#4 吹く風は秋 (舞台)
#2 #3 19:55 ｢原作･松本清張の世界｣のすべて #5 #6 氷川きよし特別公演 第一部

20:00 20:00  新番組スタート！！ 20:00 20:00 20:00 主演：橋爪功 ｢銭形平次～きよしの平次 青春編～｣

おんなの密書 [新] 将軍家光忍び旅 将軍家光忍び旅 将軍家光忍び旅 将軍家光忍び旅 20:20 (氷川きよし独占ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ付)

#1 オリジナル時代劇｢小ぬか雨｣

主演：古谷一行 主演：三田村邦彦 #2 #3 #4 メイキング(完全版)
21:00 主演：氷川きよし

21:00 剣客商売３ 21:00 痛快！三匹のご隠居 21:00 次郎長三国志 21:00  新番組スタート！！ 21:00 主水之助七番勝負 （映画） 21:20
#2 #6 #12 [新] 主水之助七番勝負 徳川風雲録外伝 大奥～永遠～ (舞台)

主演：藤田まこと 出演:里見浩太朗/谷啓/丹波哲郎 主演：杉良太郎 徳川風雲録外伝 #1 主演:松平健 #2 ［右衛門佐・綱吉篇］ 氷川きよし特別公演 第二部

22:00  新番組スタート！！ 22:00  新番組スタート！！ ｢氷川きよしｺﾝｻｰﾄ2011in明治座｣

22:00  新番組スタート！！ 22:00   女ねずみ小僧 22:00   女ねずみ小僧 【新･藤沢周平劇場】 【佐伯泰英劇場】 (氷川きよし独占ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ付)

[新] 女ねずみ小僧 [新] 神谷玄次郎捕物控 [新] まっつぐ
#1 #2 #3 #1 ～鎌倉河岸捕物控～ #1

主演：大地真央 主演：古谷一行 出演:橘慶太/松平健 出演：堺雅人／菅野美穂 23:00
【時代劇プレミアム23】 23:00 23:00 23:10 幕末青春グラフィティ

23:20 23:20 23:20 （映画） 坂本竜馬
（映画） <解>花笛伝奇 <解>さそり伝奇 勢揃い清水一家 仕掛人　藤枝梅安 伊賀忍法帖 (TV長編)

次郎長と小天狗 風雲将棋谷 次郎長売り出す #2
殴り込み甲州路  0:20 主演：武田鉄矢

出演：北大路欣也／ 主演：松方弘樹 主演：松方弘樹 仕掛人　藤枝梅安
中村錦之助(萬屋錦之介)  0:45｢高倉健劇場｣の作品紹介 主演：松方弘樹 主演：真田広之

 1:00 #3  1:00  1:00
 1:00  新番組スタート！！  1:00 痛快！三匹のご隠居  1:00　次郎長三国志 泥棒と若殿  1:20

[新] 剣客商売３　#1 #5 #11 歴史を訪ねて 日本の城 暗殺指令 その木戸を通って
主演：藤田まこと 出演:里見浩太朗/谷啓/丹波哲郎 主演：杉良太郎 主演：田中邦衛 中国・四国編

 2:00  2:00  2:00  2:00  2:00
必殺仕置屋稼業 必殺仕置屋稼業 必殺仕置屋稼業 必殺仕置屋稼業 必殺仕置屋稼業  主演：高橋英樹

主演：浅野ゆう子
#15 #16 #17 #18 #19  2:40

 3:00  3:00  3:00  3:00  3:00 ビートたけしの痛快時代劇  3:00
なめくじ長屋捕物さわぎ

<解>花笛伝奇
主演：ビートたけし

【午後のスペシャルアワー】

【特選！日替り時代劇】

【時代劇プレミアム23】
【時代劇プレミアム23】

【特選！日替り時代劇】

【時専文庫】

【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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04/12(月) 04/13(火) 04/14(水) 04/15(木) 04/16(金) 04/17(土) 04/18(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】 （前日の続き）  4:00  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] 女ねずみ小僧
#13 #14 #15 #16 #17 主演：松方弘樹

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  4:45｢高倉健劇場｣の作品紹介 #1
 5:00 【朝だよ！旗本退屈男】  5:00 【朝だよ！旗本退屈男】  5:00 【朝だよ！旗本退屈男】  5:00 【朝だよ！旗本退屈男】  5:00 【朝だよ！旗本退屈男】  5:00 【北大路欣也劇場】 主演：大地真央

旗本退屈男 旗本退屈男 旗本退屈男 旗本退屈男 旗本退屈男 八州廻り桑山十兵衛  5:20
捕物控ぶらり旅 女ねずみ小僧

#17 #18 #19 #20 #21 #3
 6:00 【朝だよ!新･御宿かわせみ】  6:00 【朝だよ!新･御宿かわせみ】  6:00 【朝だよ!新･御宿かわせみ】  6:00 【朝だよ!新･御宿かわせみ】  6:00 【朝だよ!新･御宿かわせみ】  6:00 #2

新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 八州廻り桑山十兵衛  6:20
#13 #14 #15 #16 #17 捕物控ぶらり旅 女ねずみ小僧

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 #4
 7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 #3

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 名奉行 遠山の金さん 第5部  7:20  新番組スタート！！
#21 【新･藤沢周平劇場】

#18 #19 #20  7:55 ｢原作･松本清張の世界｣のすべて #22 #13 [新] 神谷玄次郎捕物控
 8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 名奉行 遠山の金さん 第5部 #1
<4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> 主演：古谷一行

#18 #19 #20 #21 #22 #14  8:40  新番組スタート！！
 9:00  9:00  新番組スタート！！  9:00  9:00  9:00  9:00 【佐伯泰英劇場】

[終] 雲霧仁左衛門 [新] テンペスト テンペスト テンペスト テンペスト 名奉行 遠山の金さん 第5部 [新] まっつぐ
#4 ～鎌倉河岸捕物控～ #1

#15 #1 #2 #3  9:55 ｢高倉健劇場｣のすべて #15 出演：橘慶太／松平健
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 主演：仲間由紀恵 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 鬼平犯科帳４
【太鼓判セレクション】 10:30 歴史を訪ねて 日本の城 【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】 仕掛人・藤枝梅安 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>

#89 北陸・東海編 #90 #91 #92 梅安迷い箸 #5
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

遠山の金さんⅡ 遠山の金さんⅡ 遠山の金さんⅡ 遠山の金さんⅡ 遠山の金さんⅡ 剣客商売４
主演：小林桂樹

#37 #38 #39 #40 #41 11:45 生活情報の時間 #8
12:00 12:00  新番組スタート！！ 12:00 12:00 12:00 12:00 【時代劇専門ﾁｬﾝﾈﾙｵﾘｼﾞﾅﾙ】

[終] 姫君捕物控　#13 [新]風の中のあいつ#1 主演:萩原健一 風の中のあいつ　#2 風の中のあいつ　#3 風の中のあいつ　#4 三匹が斬る！ 12:00
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 オリジナル時代劇
ﾃﾚﾋﾞでよく見かけるあの商品 体を張って調べますSP 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 ﾃﾚﾋﾞでよく見かけるあの商品 体を張って調べますSP #7 小さな橋で

13:00
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 三匹が斬る！

銭形平次スペシャル 銭形平次スペシャル 銭形平次スペシャル 大江戸無頼　河内山宗俊 二人の武蔵 主演：松雪泰子
初姿投げ銭一番手柄 十手の道 殺意の遺産 #8 13:50

14:00 オリジナル時代劇｢吹く風は秋｣

主演：風間杜夫 主演：風間杜夫 主演：風間杜夫 三匹が斬る！ メイキング(完全版)
14:30 生活情報の時間 14:30 生活情報の時間 14:30 生活情報の時間 主演：丹波哲郎 主演：藤岡弘 14:30
14:45｢高倉健劇場｣の作品紹介 14:45｢高倉健劇場｣の作品紹介 14:45｢高倉健劇場｣の作品紹介 14:45 生活情報の時間 14:45｢高倉健劇場｣の作品紹介 #9
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 【北大路欣也劇場】 （映画）

必殺仕業人 必殺仕業人 必殺仕業人 必殺仕業人 必殺仕業人 八州廻り桑山十兵衛 居眠り磐音
#20 捕物控ぶらり旅　#5

15:55 ｢原作･松本清張の世界｣のすべて #21 #22 #23 #24 15:50
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 八州廻り桑山十兵衛 原作：佐伯泰英

斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 捕物控ぶらり旅 主演：松坂桃李
<4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> #6

#7 #8 #9 #10 #11 16:45 生活情報の時間 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 鬼平犯科帳３
剣客商売スペシャル <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>

#19 #20 #21 #22 #23 母と娘と #18
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４
【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】 #111 【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】 主演：藤田まこと

#110 18:55 ｢高倉健劇場｣のすべて #112 #113 #114 #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】 19:00 【氷川きよしの世界】

名奉行 遠山の金さん 名奉行 遠山の金さん 名奉行 遠山の金さん 名奉行 遠山の金さん 名奉行 遠山の金さん 19:00 オリジナル時代劇 ＴＶ初放送！
小ぬか雨 (舞台)

#7 #8 #9 #10 #11 明治座創業140周年記念ﾌｧｲﾅﾙ

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 出演：北乃きい／永山絢斗 氷川きよし特別公演 第一部

将軍家光忍び旅 将軍家光忍び旅 将軍家光忍び旅 将軍家光忍び旅 将軍家光忍び旅 20:20 ｢銭形平次～きよしの平次 立志編～｣

メイキング・オブ・「帰郷」 (氷川きよし独占ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ付)

#5 #6 #7 #8 #9
21:00 主演：氷川きよし

21:00　剣客商売３ 21:00 痛快！三匹のご隠居 21:00 [終] 次郎長三国志 22:00 主水之助七番勝負 21:00 主水之助七番勝負
#13 徳川風雲録外伝 徳川風雲録外伝 （映画） 21:30　ＴＶ初放送！

#3 #7 主演：杉良太郎 #3 #4 太秦ライムライト (舞台)
【新･藤沢周平劇場】 【佐伯泰英劇場】 明治座創業140周年記念ﾌｧｲﾅﾙ

22:00   女ねずみ小僧 22:00   女ねずみ小僧 22:00   女ねずみ小僧 22:00 神谷玄次郎捕物控 22:00     まっつぐ 氷川きよし特別公演 第二部

～鎌倉河岸捕物控～ #2 主演：福本清三 ｢氷川きよしｺﾝｻｰﾄ2013in明治座｣

#4 #5 #6 #2 22:40 歴史を訪ねて 日本の城 現存天守編 (氷川きよし独占ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ付)

23:00 23:00
23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 （映画）

（映画） 青春牡丹燈籠 仕掛人　藤枝梅安 次郎長と小天狗
大暴れ五十三次 御金蔵破り 新・御金蔵破り #4 殴り込み甲州路 燃えよ剣　第一部

 0:00
主演：宮沢りえ [終] 仕掛人　藤枝梅安 出演：北大路欣也／

出演:北大路欣也/松方弘樹 主演：若山富三郎 主演：若山富三郎  0:30 歴史を訪ねて 日本の城 中村錦之助(萬屋錦之介)
 0:45｢高倉健劇場｣の作品紹介  0:45｢高倉健劇場｣の作品紹介 近畿編 #5  0:35

（映画） 主演：役所広司
 1:00　剣客商売３  1:00 痛快！三匹のご隠居  1:00　次郎長三国志  1:00  新番組スタート！！ 1:00 主水之助七番勝負 大暴れ五十三次

#12 [新] 主水之助七番勝負 徳川風雲録外伝  1:30
#2 #6 主演：杉良太郎 徳川風雲録外伝 #1 主演:松平健 #2

 2:00  2:00  2:00  2:00  2:00 出演:北大路欣也/松方弘樹
必殺仕置屋稼業 必殺仕置屋稼業 必殺仕置屋稼業 必殺仕置屋稼業 必殺仕置屋稼業  2:10 燃えよ剣　第二部

（映画）
#20 #21 #22 #23 #24 伊賀忍法帖

 3:00  3:00  3:00  3:00  3:00

<解>さそり伝奇 主演：役所広司
 風雲将棋谷 主演：真田広之

 4:00  4:00

【特選！日替り時代劇】

【午後のスペシャルアワー】

【特選！日替り時代劇】

【時代劇プレミアム23】

【時専文庫】

【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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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

04/19(月) 04/20(火) 04/21(水) 04/22(木) 04/23(金) 04/24(土) 04/25(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】 （前日の続き） （前日の続き）

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
#18 #19 #20 #21 #22 主演：松方弘樹  主演：古手川祐子

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

 5:00 【朝だよ！旗本退屈男】  5:00 【朝だよ！旗本退屈男】  5:00 【朝だよ！旗本退屈男】  5:00 【朝だよ！旗本退屈男】  5:00 【朝だよ！旗本退屈男】  5:00 【北大路欣也劇場】  5:00
旗本退屈男 旗本退屈男 旗本退屈男 旗本退屈男 [終] 旗本退屈男 八州廻り桑山十兵衛 女ねずみ小僧

捕物控ぶらり旅
#22 #23 #24 #25 #26 #5 #4

 6:00 【朝だよ!新･御宿かわせみ】  6:00 【朝だよ!新･御宿かわせみ】  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
新・御宿かわせみ [終] 新・御宿かわせみ 【朝だよ！雲霧仁左衛門】 雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 八州廻り桑山十兵衛 女ねずみ小僧

#18 #19 [新] 雲霧仁左衛門 #2 #3 捕物控ぶらり旅
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 #5
 7:00  7:00 #1  7:00  7:00  7:00  7:00

大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 主演：山崎努 大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 名奉行 遠山の金さん 第5部 女ねずみ小僧
 7:30 歴史を訪ねて 日本の城

#23 #24 関東・甲信越編 #25 #26 #16 #6
 8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00 【新･藤沢周平劇場】

斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ [終] 斬り捨て御免！ 前田正名 名奉行 遠山の金さん 第5部 神谷玄次郎捕物控
<4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> ―龍馬が託した男―

#23 #24 #25 #26 #17 #2
 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【佐伯泰英劇場】

テンペスト テンペスト テンペスト テンペスト テンペスト 名奉行 遠山の金さん 第5部 まっつぐ～鎌倉河岸捕物控～

#2
#5 #6 #7 #8 #9 #18  9:40 歴史を訪ねて 日本の城 現存天守編

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４

【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】 仕掛人・藤枝梅安 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>
#93 #94 #95 #96 #97 梅安晦日蕎麦 #6

11:00 11:00 11:00  新番組スタート！！ 11:00 11:00 11:00
[終] 遠山の金さんⅡ 天下の御意見番 罷り通る [新] 名奉行 遠山の金さん 名奉行 遠山の金さん 名奉行 遠山の金さん 剣客商売４

彦左衛門外記 #1 主演：小林桂樹
#42 主演： 三船敏郎 主演：松方弘樹 #2 #3 11:45 生活情報の時間 #9

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　#5 風の中のあいつ　#6 風の中のあいつ　#7 風の中のあいつ　#8 風の中のあいつ　#9 三匹が斬る！ 12:00 オリジナル時代劇
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 吹く風は秋
ﾃﾚﾋﾞでよく見かけるあの商品 体を張って調べますSP 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 ﾃﾚﾋﾞでよく見かけるあの商品 体を張って調べますSP #10

13:00 主演：橋爪功
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 三匹が斬る！ 13:20

彫師伊之助捕物覚え 金山大爆破 銭形平次スペシャル 銭形平次スペシャル 銭形平次スペシャル オリジナル時代劇｢小ぬか雨｣

消えた女 初姿投げ銭一番手柄 十手の道 殺意の遺産 #11 メイキング(完全版)
14:00 14:00

主演：風間杜夫 主演：風間杜夫 主演：風間杜夫 三匹が斬る！
主演：中村梅之助 主演：高橋英樹 14:30 生活情報の時間 14:30 生活情報の時間 14:30 生活情報の時間 （映画）

14:45 生活情報の時間 14:45 生活情報の時間 14:45｢高倉健劇場｣の作品紹介 14:45｢高倉健劇場｣の作品紹介 14:45｢高倉健劇場｣の作品紹介 #12 駆込み女と駆出し男
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00  新番組スタート！！ 15:00 【北大路欣也劇場】

必殺仕業人 必殺仕業人 必殺仕業人 [終] 必殺仕業人 [新] 必殺仕舞人 八州廻り桑山十兵衛
#1 捕物控ぶらり旅　#7

#25 #26 #27 #28 主演：京マチ子 15:50
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 [終] 八州廻り桑山十兵衛

斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 捕物控ぶらり旅 出演：大泉洋／戸田恵梨香
<4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> #8

#12 #13 #14 #15 #16 16:45 生活情報の時間 16:45 生活情報の時間
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00  新番組スタート！！ 17:00 【池波正太郎劇場】 17:00 【池波正太郎劇場】

大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 [終] 大岡越前 第7部 [新] 大岡越前 第8部 [終] 鬼平犯科帳３
#1 剣客商売スペシャル <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>

#24 #25 #26 #27 主演：加藤剛 決闘・高田の馬場 #19
18:00 18:00 18:00  新番組スタート！！ 18:00 18:00 18:00

暴れん坊将軍 [終] 暴れん坊将軍 [新] 新五捕物帳 新五捕物帳 新五捕物帳 剣客商売４
【太鼓判セレクション】 【太鼓判セレクション】 【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】 主演：藤田まこと

#115 #116 主演：杉良太郎 #2 #3 #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

名奉行 遠山の金さん 名奉行 遠山の金さん 名奉行 遠山の金さん 名奉行 遠山の金さん 名奉行 遠山の金さん 19:00 （映画）
オリジナル時代劇 父子鷹

#12 #13 #14 #15 #16 帰郷
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00

将軍家光忍び旅 将軍家光忍び旅 将軍家光忍び旅 将軍家光忍び旅 将軍家光忍び旅
出演：市川右太衛門

#11 #12 #13 #14 主演：仲代達矢 ／北大路欣也
21:00

#10 21:00 痛快！三匹のご隠居 21:00  新番組スタート！！ 21:00 主水之助七番勝負 21:00 主水之助七番勝負 21:20
[新] びんぼう同心御用帳 #1 徳川風雲録外伝 徳川風雲録外伝 （映画）

21:55 ｢高倉健劇場｣のすべて #8 主演：古谷一行 #5 #6 （映画） 座頭市と用心棒
【新･藤沢周平劇場】 【佐伯泰英劇場】 超高速！参勤交代

22:00   女ねずみ小僧 22:00   女ねずみ小僧 22:00   女ねずみ小僧 22:00 神谷玄次郎捕物控 22:00     まっつぐ
～鎌倉河岸捕物控～ #3

#7 #8 #9 #3 22:45歴史を訪ねて 日本の城 現存天守編2 出演：勝新太郎/三船敏郎
出演：佐々木蔵之介/深田恭子

23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:20
（映画） （映画） 23:30 （映画）
父子鷹 御金蔵破り 御金蔵破り 太秦ライムライト 仕掛人 藤枝梅安スペシャル 座頭市(1989)

家康の首 佐渡の金山を狙え 対決 （映画） 勝新太郎ﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞｶｯﾄ

超高速！参勤交代 リターンズ <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>

出演：市川右太衛門 主演：若山富三郎 主演：若山富三郎 主演：福本清三 主演：渡辺謙 ※2Kダウンコンバートにて放送

／北大路欣也

 1:00　剣客商売３  1:00 痛快！三匹のご隠居  1:00 [終] 次郎長三国志 1:00 主水之助七番勝負 1:00 主水之助七番勝負 出演：佐々木蔵之介/深田恭子 監督･主演：勝新太郎
徳川風雲録外伝 徳川風雲録外伝

#3 #7 #13 #3 #4  1:35  1:35
 2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  新番組スタート！！ 御宿かわせみ （映画）

必殺仕置屋稼業 必殺仕置屋稼業 必殺仕置屋稼業 [終] 必殺仕置屋稼業 [新] 必殺仕業人 白萩屋敷の月 大奥～永遠～
#1 ［右衛門佐・綱吉篇］

#25 #26 #27 #28 主演：藤田まこと
 3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  主演：古手川祐子

 3:15
勢揃い清水一家 御宿かわせみ
次郎長売り出す 恋娘 出演：堺雅人／菅野美穂

 4:00

【特選！日替り時代劇】

【時代劇プレミアム23】

【午後のスペシャルアワー】

【特選！日替り時代劇】

【時専文庫】

【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梗概をご確認ください。
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04/26(月) 04/27(火) 04/28(水) 4/29(木･祝) 04/30(金)
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 【朝だよ！大岡越前】

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 #1 大岡越前 第5部
#23 #24 #25 主演：加藤剛 #2

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

 5:00  新番組スタート！！  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免！】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免！】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免！】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免！】

[新] 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！
<4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>　#1 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>

主演：中村吉右衛門 #2 #3 #4 #5
 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 【朝だよ！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 雲霧仁左衛門
#4 #5 #6 #7 #8

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

 7:00  7:00  7:00  7:00  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

#27 #28 #29 #30 #31
 8:00  新番組スタート！！  8:00  8:00  8:00  8:00
TV初! [新] 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２
<4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>　#1 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>

主演：中村吉右衛門 #2 #3 #4 #5
 9:00  9:00  新番組スタート！！  9:00  9:00  9:00

[終] テンペスト [新] 鞍馬天狗 鞍馬天狗 鞍馬天狗 鞍馬天狗
#1

#10 主演：野村萬斎 #2 #3 #4
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00

暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 （映画）
【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】 源氏九郎颯爽記

#98 #99 #100 #101 白狐二刀流
11:00 11:00 11:00 11:00

名奉行 遠山の金さん 名奉行 遠山の金さん 名奉行 遠山の金さん 名奉行 遠山の金さん
主演:中村錦之助(萬屋錦之介)

#4 #5 #6 #7 11:45 生活情報の時間
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

風の中のあいつ　#10 風の中のあいつ　#11 風の中のあいつ　#12 風の中のあいつ　#13 風の中のあいつ　#14
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
ﾃﾚﾋﾞでよく見かけるあの商品 体を張って調べますSP 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 ﾃﾚﾋﾞでよく見かけるあの商品 体を張って調べますSP

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
清水次郎長物語 影狩り 裏切りの報酬 怪談津の国屋 大江戸無頼

半七捕物帳 河内山宗俊

主演：松平健 主演：村上弘明 主演：露口茂 主演：露口茂 主演：丹波哲郎
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
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00

必殺仕舞人 必殺仕舞人 必殺仕舞人 必殺仕舞人 必殺仕舞人

#2 #3 #4 #5 #6
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２
<4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>

#17 #18 #19 #20 #21
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00

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

#2 #3 #4 #5 #6
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

新五捕物帳 新五捕物帳 新五捕物帳 新五捕物帳 新五捕物帳
【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】

#4 #5 #6 #7 #8
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00

名奉行 遠山の金さん 名奉行 遠山の金さん 名奉行 遠山の金さん 名奉行 遠山の金さん 名奉行 遠山の金さん

#17 #18 #19 #20 #21
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00

将軍家光忍び旅 将軍家光忍び旅 将軍家光忍び旅 将軍家光忍び旅 将軍家光忍び旅

#15 #16 #17 #18 #19

21:00　剣客商売３ 21:00 [終] 痛快！三匹のご隠居 21:00 びんぼう同心御用帳 21:00 主水之助七番勝負 21:00 [終] 主水之助七番勝負

徳川風雲録外伝 徳川風雲録外伝
#4 #9 #2 #7 #8

【新･藤沢周平劇場】 【佐伯泰英劇場】
22:00   女ねずみ小僧 22:00   女ねずみ小僧 22:00 [終] 女ねずみ小僧 22:00 神谷玄次郎捕物控 22:00     まっつぐ

～鎌倉河岸捕物控～ #4
#10 #11 #12 #4 22:50歴史を訪ねて 日本の城 現存天守編3

23:00 23:00 23:00 23:00 23:00
（映画）

徳川家康 和宮様御留 音なし源　さの字殺し 巌流島 小次郎と武蔵 仕掛人・藤枝梅安
梅安蟻地獄

主演：中村梅之助 主演：小林桂樹
主演：斉藤由貴 主演：渡辺謙

出演:中村錦之助(萬屋錦之介) 【特選！日替り時代劇】 【特選！日替り時代劇】
／北大路欣也 【特選！日替り時代劇】  1:00  新番組スタート！！ 【特選！日替り時代劇】 1:00 主水之助七番勝負

 1:30 歴史を訪ねて 日本の城 1:20 痛快！三匹のご隠居 [新] びんぼう同心御用帳 #1 1:10 主水之助七番勝負 徳川風雲録外伝
北海道・東北編 主演：古谷一行 徳川風雲録外伝　#5 #6

 2:00 #8  2:00  2:00  2:00
前田正名  2:20 必殺仕業人 必殺仕業人 必殺仕業人

―龍馬が託した男― 必殺仕業人
#3 #4 #5

 3:00 #2  3:00  3:00  3:00
 3:20

【特選！日替り時代劇】

【時代劇プレミアム23】

【午後のスペシャルアワー】

【時専文庫】

【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。




