
時代劇専門チャンネル　2021年7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 ｢日曜邦画劇場SP｣の作品紹介
・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネルpresents ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて
・生活情報の時間
・おひるの生活情報の時間

・7/4(日)午後2:00～よる7:00の番組 …

・毎週(月)～(金)午後2:00～午後4:00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。

・7/ 7(水) 午後 2:00 ～ ｢怪談 牡丹燈籠｣

・7/16(金) 午後 2:00 ～ ｢怪談 牡丹燈籠｣

・7/27(火) 午後 2:00 ～ ｢怪談 牡丹燈籠｣

② 【推】は、スカパー！Hybridcastサービス向けオススメ番組です。

…
7/30(金) 深夜3:00 ～ 翌あさ 4:00 (1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。



時代劇専門チャンネル　2021年7月編成表

07/01(木) 07/02(金) 07/03(土) 07/04(日)
4:00 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  新番組スタート！！

大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 [新] 江戸の渦潮 [新] 精霊の守り人　 終章
#20 #1

主演：加藤剛 #21 主演：小林桂樹 #1
5:00  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!2】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!2】  5:00 主演：綾瀬はるか

斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 江戸の渦潮  5:10
<4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> #23 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> 精霊の守り人　 終章

主演：中村吉右衛門 #24 #2
6:00  6:00 【朝だよ！将軍家光忍び旅】  6:00 【朝だよ！将軍家光忍び旅】  6:00 #2

将軍家光忍び旅 将軍家光忍び旅 江戸の渦潮  6:20
#19 歴史を訪ねて 日本の城

主演：三田村邦彦 #20 #3 九州・沖縄編
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 【北大路欣也劇場】

大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 名奉行 遠山の金さん 第6部

#14 #12 ご存知！旗本退屈男　Ⅷ
主演：加藤剛 #15 主演：松方弘樹

8:00  8:00  8:00  新番組スタート！！  8:00
泥棒と若殿 [新] 螢草　菜々の剣 名奉行 遠山の金さん 第6部

#1 主演：北大路欣也
主演：田中邦衛 主演：清原果耶 #13  8:45 生活情報の時間

9:00  9:00  9:00  9:00  9:00【鬼平クラシックス】
闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 名奉行 遠山の金さん 第6部 鬼平犯科帳'69

#3 #8
主演：里見浩太朗 #4 #14 主演：初代 松本白鸚

10:00 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】 10:00 【池波正太郎劇場】
新五捕物帳 新五捕物帳 鬼平犯科帳４

【セレクション放送】　#23 【セレクション放送】 剣客商売　辻斬り <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>　#16
主演：杉良太郎 #24 主演：中村吉右衛門

11:00 11:00 11:00 11:00
[終] 名奉行 遠山の金さん 天下の御意見番 罷り通る 剣客商売５

第2部　#23 彦左衛門外記 主演：加藤剛 #8
主演：松方弘樹 主演：三船敏郎 11:45 生活情報の時間 主演：藤田まこと

12:00 12:00　　はやと #6 12:00 12:00 12:00
主演:里見浩太郎(里見浩太朗) はやと　#7 続・三匹が斬る！
12:30おひるの生活情報の時間 12:30　 　調整中 #11 （映画）

【新･藤沢周平劇場】 【佐伯泰英劇場】 主演：高橋英樹 はやぶさ奉行
13:00 13:00  新番組スタート！！ 13:00　　　まっつぐ 13:00

[新] よろずや平四郎活人剣 ～鎌倉河岸捕物控～　#12 続・三匹が斬る！
#1 主演：橘慶太 主演：片岡千恵蔵

主演：中村俊介 13:45 生活情報の時間 #12 13:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて

14:00 14:00 14:00
14:00 14:00 続・三匹が斬る！

お助け信兵衛 喧嘩安兵衛 清水次郎長４
人情子守唄 決闘高田ノ馬場 #13 筑波おろし 義俠の仇討

15:00 15:00 【北大路欣也劇場】

主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 ご存知！旗本退屈男　Ⅸ 主演：西郷輝彦
15:45 生活情報の時間 15:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて 15:40

16:00 16:00 16:00 名奉行 遠山の金さん
必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ 大陰謀!天下分け目の桜吹雪

#34
主演：藤田まこと #35 主演：松方弘樹

17:00 17:00 17:00 17:00 【池波正太郎劇場】
大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 鬼平犯科帳４

#21 主演：北大路欣也 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>　#10
主演：加藤剛 #22 17:45 生活情報の時間 主演：中村吉右衛門

18:00 18:00 18:00 18:00 【池波正太郎劇場】 18:00
吉宗評判記 吉宗評判記 剣客商売５

暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 荒木又右衛門 #3
#19 #20 決闘鍵屋の辻 主演：藤田まこと

19:00 19:00 19:00 19:00
名奉行 遠山の金さん 第3部 名奉行 遠山の金さん 第3部

#16 #17 主演：高橋英樹 清水次郎長１
主演：松方弘樹 19:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて 勢揃い清水港

20:00 20:00  新番組スタート！！ 20:00 20:00
[新] 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ チャンネル初放送！

（映画） 主演：西郷輝彦
#1 #2 引っ越し大名！ 20:45 ｢日曜邦画劇場SP｣の作品紹介

21:00 21:00 【時代劇専門chｵﾘｼﾞﾅﾙﾄﾞﾗﾏ祭り】

主演：三田村邦彦 若さま侍捕物帳　#6 21:00（オリジナルドラマ）
主演：田村正和 出演：星野源 小河ドラマ 織田信長

【新･藤沢周平劇場】 【佐伯泰英劇場】 ／高橋一生／高畑充希
22:00 22:00 22:00　[終] まっつぐ 出演:三宅弘城/松井玲奈/ﾛﾊﾞｰﾄ秋山

よろずや平四郎活人剣 ～鎌倉河岸捕物控～　#13 22:20 22:20
#2 主演：橘慶太

主演：中村俊介 22:45 ｢日曜邦画劇場SP｣の作品紹介 必殺スペシャル 右門捕物帖
23:00 恐怖の大仕事 （ＴＶ長編）

23:00 23:00 水戸・尾張・紀伊
（映画） 剣客商売スペシャル

いれずみ判官 決闘・高田の馬場 主演：杉良太郎
0:00 主演：藤田まこと  0:00

へそ曲がり新左
主演：鶴田浩二 主演：藤田まこと  0:30

主演：菅原文太
1:00  1:00  1:00 狐のくれた赤ん坊  1:00  新番組スタート！！

必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ [新] びんぼう同心御用帳
#19 #1

主演：藤田まこと #20 主演：古谷一行
2:00  2:00  新番組スタート！！  2:00 主演：田村高廣  2:00

[新] 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳  2:15 ｢日曜邦画劇場SP｣の作品紹介 びんぼう同心御用帳
#1  2:30

主演：林与一 #3 女ねずみ小僧スペシャル１ #2
3:00  3:00  3:00 いけないことだぞ！  3:00

人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 大江戸マラソン博奕地獄 びんぼう同心御用帳

#2 #4 主演：大地真央 #3
 4:00  4:00  4:00  4:00

【時代劇プレミアム23】

【午後のスペシャルアワー】

【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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07/05(月) 07/06(火) 07/07(水) 07/08(木) 07/09(金) 07/10(土) 07/11(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】  4:00  4:00

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 江戸の渦潮 精霊の守り人　 終章

#22 #23 #24 #25 #26 #4 #3
 5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!2】  5:00  5:00  新番組スタート！！  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00

[終] 斬り捨て御免！２ 折鶴 [新] 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 江戸の渦潮  5:10
<4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版> 山本周五郎･作 ひやめし物語より <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> 精霊の守り人　 終章

#25  主演：国広富之 主演：中村吉右衛門 #2 #3 #5
 6:00 【朝だよ！将軍家光忍び旅】  6:00 【朝だよ！将軍家光忍び旅】  6:00  新番組スタート！！  6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00 #4

将軍家光忍び旅 [終] 将軍家光忍び旅 【朝だよ！新・半七捕物帳】 新・半七捕物帳 新・半七捕物帳 江戸の渦潮  6:20 【北大路欣也劇場】
[新] 新・半七捕物帳 #1

#21 #22 主演：真田広之 #2 #3 #6 ご存知！旗本退屈男　Ⅸ
 7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00

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 名奉行 遠山の金さん 第6部

#16 #17 #18 #19 #20 #15
 8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

螢草　菜々の剣 螢草　菜々の剣 螢草　菜々の剣 螢草　菜々の剣 螢草　菜々の剣 名奉行 遠山の金さん 第6部

主演：北大路欣也
#2 #3 #4 #5 #6 #16

 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00【鬼平クラシックス】
闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 名奉行 遠山の金さん 第6部 鬼平犯科帳'69

#7
#5 #6  9:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて #8 #9 #17 #9

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】
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 鬼平犯科帳４

【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】 剣客商売　誘拐 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>
#25 #26 #27 #28 #29 #17

11:00  新番組スタート！！ 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
[新] 名奉行 遠山の金さん 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 剣客商売５

第3部　#1 主演：加藤剛
主演：松方弘樹 #2 #3 #4 #5 11:45 生活情報の時間 #9

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
はやと　#8 はやと　#9 はやと　#10 はやと　#11 はやと　#12 続・三匹が斬る！

12:30　 　調整中 12:30おひるの生活情報の時間 12:30おひるの生活情報の時間 12:30おひるの生活情報の時間 12:30　 　調整中 （映画）
【鬼平クラシックス】 【新･藤沢周平劇場】 【佐伯泰英劇場】 #14 いれずみ判官

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
鬼平犯科帳'69 竜馬がゆく 剣客商売４ よろずや平四郎活人剣 [終] まっつぐ 続・三匹が斬る！

#7 #8 #8 ～鎌倉河岸捕物控～　#13 主演：鶴田浩二
主演：初代 松本白鸚 主演:市川染五郎(現･松本幸四郎) 主演：藤田まこと #2 13:45 生活情報の時間 #15 13:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて

14:00 14:00
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 続・三匹が斬る！ 名奉行 遠山の金さん
ひらり又四郎危機一髪！ 騎馬奉行がゆく <解>怪談　牡丹燈籠 江戸の用心棒スペシャル 金山大爆破 #16 江戸は燃えているか!

汝懐妊われ覚えあり 15:00  新番組スタート！！ 加賀百万石の陰謀
【北大路欣也劇場】

[新] 隠密奉行　朝比奈１ #1
主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 主演：林与一 主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 主演：北大路欣也 主演：松方弘樹

15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて 15:45 生活情報の時間 15:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて 15:50 15:45 生活情報の時間
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 隠密奉行　朝比奈１ 16:00

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 かあちゃん
#2

#36 #37 #38 #39 #40 16:45 生活情報の時間 主演：市原悦子
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9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 [終] 大岡越前 第9部 [新] 大岡越前 第10部 鬼平犯科帳４
#1 剣客商売 御老中暗殺 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>

#23 #24 #25 #26 主演：加藤剛 #11
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 剣客商売５
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 主演：北大路欣也

#21 #22 #23 #24 #25 #4
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 【ｽﾀｱ大集合!ご存知ﾋｰﾛｰ劇場】 19:00
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 19:00

（映画） 清水次郎長２
#18 #19 #20 #21 #22 丹下左膳(1953) 風雪流れ旅

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ

主演：大河内傳次郎 主演：西郷輝彦
#3 #4 #5 #6 #7 20:45 ｢日曜邦画劇場SP｣の作品紹介 20:45 ｢日曜邦画劇場SP｣の作品紹介

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 【時代劇専門chｵﾘｼﾞﾅﾙﾄﾞﾗﾏ祭り】

若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 必殺スペシャル 21:00（オリジナルドラマ）
#7 #8 #9 #10 #11 仕事人大集合 小河ドラマ 龍馬がくる

【華麗なる宝塚歌劇の世界～Season3～】 【新･藤沢周平劇場】 【佐伯泰英劇場】 （全４話一挙放送）

22:00 22:00 22:00 22:00 22:00  新番組スタート！！
（舞台） 竜馬がゆく 剣客商売４ よろずや平四郎活人剣 [新] 吉原裏同心 出演：三宅弘城／武田鉄矢

花のいそぎ #9 #9 #1 主演：藤田まこと 22:40もっと小さな小河ドラマ THE劇中劇

主演:市川染五郎(現･松本幸四郎) 主演：藤田まこと #3 主演：小出恵介 『武田鉄矢主演 大型連続時代劇･坂本龍馬』

23:00 23:00
23:00 23:00 23:00 23:00

（映画） 必殺スペシャル 必殺スペシャル 剣客商売スペシャル 御用牙 （映画）
出演：真飛聖 利休 (秘)必殺現代版 仕事人アヘン戦争へ行く 女用心棒 はやぶさ奉行

／ 琴まりえ ほか 主水の子孫が京都に現われた 翔べ！熱気球よ香港へ
※前後解説付き 仕事人VS暴走族
ゲスト：真飛聖 主演：藤田まこと 主演：藤田まこと 主演：藤田まこと 主演：松方弘樹 主演：片岡千恵蔵

主演：三國連太郎  0:45 ｢日曜邦画劇場SP｣の作品紹介  0:45
 1:00  1:00  1:00  1:00  1:00

必殺仕事人Ⅳ  1:20 必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ 大奥犯科帳 びんぼう同心御用帳
必殺仕事人Ⅳ

#21 #22 #23 #24 #25 #4
 2:00  2:00  2:00  2:00  2:00

人形佐七捕物帳  2:10 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 主演：星野知子 びんぼう同心御用帳
人形佐七捕物帳  2:30

#5 #7 #9 #11 #13 女ねずみ小僧スペシャル２ #5
 3:00  3:00  3:00  3:00  3:00 ごめんじゃすまない  3:00

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 美女奪回大博奕！ びんぼう同心御用帳

#6 #8 #10 #12 #14 主演：大地真央 #6
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【特選！日替り時代劇】

【午後のスペシャルアワー】

【時代劇プレミアム23】

【特選！日替り時代劇】

【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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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

07/12(月) 07/13(火) 07/14(水) 07/15(木) 07/16(金) 07/17(土) 07/18(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】  4:00  4:00

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 江戸の渦潮 精霊の守り人　 終章

#27 #28 #29 #30 #31 #7
 5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 #5

斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 江戸の渦潮  5:10
<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> 精霊の守り人　 終章

#4 #5 #6 #7 #8 #8
 6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00 #6

新・半七捕物帳 新・半七捕物帳 新・半七捕物帳 新・半七捕物帳 新・半七捕物帳 江戸の渦潮  6:20
歴史を訪ねて 日本の城

#4 #5 #6 #7 #8 #9 関東・甲信越編
 7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  新番組スタート！！

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 名奉行 遠山の金さん 第6部 【北大路欣也劇場】
[新] 隠密奉行　朝比奈１ #1

#21 #22 #23 #24 #25 #18 主演：北大路欣也
 8:00  8:00  8:00  新番組スタート！！  8:00  8:00  8:00  8:00

[終] 螢草　菜々の剣 国境を越えた男 [新] 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 名奉行 遠山の金さん 第6部 隠密奉行　朝比奈１
#7 #1

 8:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて 主演：中村雅俊 主演：田村正和 #2 #3 #19 #2
 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00【鬼平クラシックス】
闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 名奉行 遠山の金さん 第6部 鬼平犯科帳'69

#10 #11 #12 #13 #14 #20 #10
10:00 10:00  新番組スタート！！ 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】 10:00 【池波正太郎劇場】

[終] 新五捕物帳 [新] 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 鬼平犯科帳４
【セレクション放送】 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 堀部安兵衛 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>

#30 #1 #2 #3 10:45 生活情報の時間 #18
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
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 [終] 剣客商売５

主演：小澤征悦
#6 #7 #8 #9 #10 #10

12:00 12:00　てなもんや三度笠 12:00　てなもんや三度笠 12:00　てなもんや三度笠 12:00　てなもんや三度笠 12:00 12:00
[終] はやと　#13 第２５０話「深川の脱走」 第２５２話「柳橋の乱戦」 第２５３話「本願寺門前」 第２５４話「花の御殿山」 続・三匹が斬る！

12:30　 　調整中 12:30おひるの生活情報の時間 12:30おひるの生活情報の時間 12:30おひるの生活情報の時間 12:30　 　調整中 （映画）
【鬼平クラシックス】 【新･藤沢周平劇場】 【佐伯泰英劇場】 #17 利休

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00  新番組スタート！！ 13:00
鬼平犯科帳'69 竜馬がゆく 剣客商売４ よろずや平四郎活人剣 [新] 吉原裏同心 [終] 続・三匹が斬る！

#1
#8 #9 #9 #3 主演：小出恵介 #18

14:00 主演：三國連太郎
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 町奉行日記

お助け信兵衛 喧嘩安兵衛 ひらり又四郎危機一髪！ 騎馬奉行がゆく <解>怪談　牡丹燈籠 14:30
人情子守唄 決闘高田ノ馬場 主演：高橋英樹

15:00 【北大路欣也劇場】 運命峠
隠密奉行　朝比奈１

主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 主演：林与一 #3
15:45 生活情報の時間 15:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて 15:50
16:00 16:00 16:00 16:00  新番組スタート！！ 16:00 隠密奉行　朝比奈１

必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ [終] 必殺仕事人Ⅳ [新] 必殺仕切人 必殺仕切人
#1 #4 主演：松平健

#41 #42 #43 主演：京マチ子 #2 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10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 鬼平犯科帳４
剣客商売 剣の誓約 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>

#2 #3 #4 #5 #6 #12
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 剣客商売５
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍　#27 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 主演：北大路欣也

#26 18:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて #28 #29 #30 #5
19:00 19:00 19:00  新番組スタート！！ 19:00 19:00 【ｽﾀｱ大集合!ご存知ﾋｰﾛｰ劇場】 19:00
名奉行 遠山の金さん 第3部 [終] 名奉行 遠山の金さん [新] 名奉行 遠山の金さん 名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部 19:00チャンネル初放送！

第3部 第4部　#1 （映画） 清水次郎長３
#23 #24 主演：松方弘樹 #2 #3 丹下左膳　飛燕居合斬り 男の涙 石松の 后

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ

主演：中村錦之助 主演：西郷輝彦
#8 #9 #10 #11 #12 20:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて 20:45 ｢日曜邦画劇場SP｣の作品紹介

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 【時代劇専門chｵﾘｼﾞﾅﾙﾄﾞﾗﾏ祭り】

若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 必殺スペシャル 21:00（オリジナルドラマ）
#12 #13 #14 #15 #16 (秘)必殺現代版 小河ドラマ 徳川☆家康

【華麗なる宝塚歌劇の世界～Season3～】 【新･藤沢周平劇場】 【佐伯泰英劇場】 主水の子孫が京都に現われた （全４話一挙放送）

22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 仕事人VS暴走族
（舞台） [終] 竜馬がゆく 剣客商売４ よろずや平四郎活人剣 吉原裏同心

春麗の淡き光に 主演：藤田まこと 出演：三宅弘城／松平健
―朱天童子異聞― #10 #10 #4 #2 22:45 ｢日曜邦画劇場SP｣の作品紹介

【～夏の涼～怪奇時代劇】 23:00 ｢小河ドラマ 徳川☆家康｣特別編

出演：朝海ひかる 23:00（オリジナルドラマ） 23:00 23:00 23:00 23:00  新番組スタート！！ ｢大物時代劇俳優 白川新太郎が編集をしてみた｣

／ 舞風りら ほか 小河ドラマ 織田信長 名奉行  遠山の金さん チャンネル初放送！ 剣客商売スペシャル [新] 大江戸もののけ物語 出演:松平健/大水洋介(ﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾙ)

※前後解説付き 出演:三宅弘城/松井玲奈/ﾛﾊﾞｰﾄ秋山 江戸城転覆！女忍者の復讐 （映画） 春の嵐 #1 23:40
 0:00 引っ越し大名！ 主演：岡田健史 （映画）

 0:10　 おんなの密書 夢ぞ見し 主演：松方弘樹  0:10 いれずみ判官
 0:30 主演：藤田まこと 大江戸もののけ物語

主演：古谷一行 主演： 岩下志麻 (映画) 北斎 出演：星野源
 1:00  1:00  1:00 ／高橋一生／高畑充希  1:00 #2 主演：鶴田浩二

必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ  1:10 必殺仕事人Ⅳ  1:20  1:20
必殺仕事人Ⅳ 大江戸もののけ物語 びんぼう同心御用帳

#26 #27 #28 #29 #30
 2:00  2:00  2:00  2:00  2:00 #3 #7

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  2:10
 2:30 びんぼう同心御用帳

#15 #17 #19 #21 #23 女ねずみ小僧スペシャル３ #8
 3:00  3:00  3:00  3:00  3:00 狙われたからくり城！  3:00

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 史上 悪のダイハード [終] びんぼう同心御用帳

#16 #18 #20 #22 #24 主演：大地真央 #9
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【特選！日替り時代劇】

【午後のスペシャルアワー】

【時代劇プレミアム23】

【特選！日替り時代劇】

【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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07/19(月) 07/20(火) 07/21(水) 7/22(木･祝) 7/23(金･祝) 07/24(土) 07/25(日)
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】 4:00 【朝だよ！大岡越前】 4:00 【朝だよ！大岡越前】  4:00  4:00

[終] 大岡越前 第6部 [新] 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 江戸の渦潮 精霊の守り人　 終章
#1

#32 主演：加藤剛 #2 #3 #4 #10
 5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 #7

斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 江戸の渦潮  5:10
<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> 精霊の守り人　 終章

#9 #10 #11 #12 #13 #11
 6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00 #8

新・半七捕物帳 新・半七捕物帳 新・半七捕物帳 新・半七捕物帳 新・半七捕物帳 江戸の渦潮  6:20
歴史を訪ねて 日本の城

#9 #10 #11 #12 #13 #12 北陸・東海編
 7:00  7:00  新番組スタート！！  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 【北大路欣也劇場】

[終] 大岡越前 第8部 [新] 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 名奉行 遠山の金さん 第6部 隠密奉行　朝比奈１
#1

#26 主演：加藤剛 #2 #3 #4 #21 #3
 8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 名奉行 遠山の金さん 第6部 隠密奉行　朝比奈１

#4 #5 #6 #7 #8 #22 #4
 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00【鬼平クラシックス】
闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 [終] 名奉行 遠山の金さん 鬼平犯科帳'69

第6部
#15 #16 #17 #18 #19 #23 #11

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】
吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 [終] 鬼平犯科帳４

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 はぐれ狼 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>
#4 #5 #6 #7 #8 #19

11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00  新番組スタート！！
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 [新] 剣客商売１

主演：中村梅之助
#11 #12 #13 #14 #15 11:45 生活情報の時間 #1

12:00　てなもんや三度笠 12:00　てなもんや三度笠 12:00　てなもんや三度笠 12:00　てなもんや三度笠 12:00　てなもんや三度笠 12:00  新番組スタート！！ 主演：藤田まこと
第２５５話「上野の戦争」 第２５８話「日野の悪玉」 第２５９話「八王子の女侠」 第２６８話「月の鰍沢」 第２６９話「身延の寄進」 [新] 続続・三匹が斬る！

12:30　 　調整中 12:30おひるの生活情報の時間 12:30おひるの生活情報の時間 12:30おひるの生活情報の時間 12:30　 　調整中 12:30
【鬼平クラシックス】 【新･藤沢周平劇場】 【佐伯泰英劇場】 #1 チャンネル初放送！

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 （映画）
鬼平犯科帳'69 [終] 竜馬がゆく 剣客商売４ よろずや平四郎活人剣 吉原裏同心 引っ越し大名！

主演：高橋英樹
#9 #10 #10 #4 #2

14:00 出演：星野源
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 続続・三匹が斬る！ ／高橋一生／高畑充希
江戸の用心棒スペシャル 金山大爆破 お助け信兵衛 喧嘩安兵衛 ひらり又四郎危機一髪！

汝懐妊われ覚えあり 人情子守唄 決闘高田ノ馬場 #2 14:45 生活情報の時間
15:00 【北大路欣也劇場】 15:00

隠密奉行　朝比奈１
主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 #5 名奉行  遠山の金さん

15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて 15:45 生活情報の時間 15:50 美女の陰謀！関八州あばれ旅

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 隠密奉行　朝比奈１
必殺仕切人 必殺仕切人 必殺仕切人 必殺仕切人 必殺仕切人

#7 #6 主演：松方弘樹
#3 #4 #5 #6 16:55 ｢日曜邦画劇場SP｣のすべて 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10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 鬼平犯科帳４

剣客商売 鬼熊酒屋 <4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版>
#7 #8 #9 #10 #11 #13

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 剣客商売５

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 主演：北大路欣也
#31 #32 #33 #34 #35 #6

19:00 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

松本清張のかげろう絵図 清水次郎長４
#4 #5 #6 #7 #8 筑波おろし 義俠の仇討

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ

#15 主演：古谷一行 主演：西郷輝彦
#13 #14 21:00  新番組スタート！！ #16 #17

21:00 21:00 [新] 壬生義士伝 21:00　壬生義士伝 21:00　壬生義士伝 21:00 【時代劇専門chｵﾘｼﾞﾅﾙﾄﾞﾗﾏ祭り】

若さま侍捕物帳 [終] 若さま侍捕物帳 新選組でいちばん強かった男 新選組でいちばん強かった男 新選組でいちばん強かった男 21:00（オリジナルドラマ）
#17 #18 #1　主演：渡辺謙 #2 #3 必殺スペシャル 天才脚本家 梶原金八

【華麗なる宝塚歌劇の世界～Season3～】 【新･藤沢周平劇場】 【佐伯泰英劇場】 仕事人アヘン戦争へ行く
22:00 22:00  新番組スタート！！ 22:00 22:00 22:00 翔べ！熱気球よ香港へ 出演：ヨーロッパ企画

（舞台） [新] 陰陽師☆安倍晴明 [終] 剣客商売４ よろずや平四郎活人剣 吉原裏同心 22:20
燃ゆる風 ～王都妖奇譚～　#1 主演：藤田まこと ながさき幕末の女商人

—軍師･竹中半兵衛— 主演：三上博史 #11 #5 #3 大浦お慶
【～夏の涼～怪奇時代劇】

23:00（オリジナルドラマ） 23:00 23:00 23:00 23:00 23:20
小河ドラマ 龍馬がくる スローな武士にしてくれ （映画） 剣客商売スペシャル 大江戸もののけ物語

（全４話一挙放送） ～京都 撮影所ラプソディー～ 丹下左膳(1953) 道場破り #4 大江戸神仙伝
出演：七海ひろき  0:10

／真彩希帆　ほか 出演：三宅弘城／武田鉄矢 [終] 大江戸もののけ物語
※前後解説付き  0:40もっと小さな小河ドラマ THE劇中劇 主演：大河内傳次郎 主演：藤田まこと

ゲスト：七海ひろき 『武田鉄矢主演 大型連続時代劇･坂本龍馬』 主演：内野聖陽  0:45 ｢日曜邦画劇場SP｣の作品紹介 #5 主演：滝田栄
 1:00  1:00  1:00

 1:10 必殺仕事人Ⅳ  1:10 必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ  1:20  1:10
必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ

#31 #32 #33 #34 #35 奉行暗殺始末
 2:00  2:00  新番組ｽﾀｰﾄ!!  2:00  2:00  2:00 松本清張の西海道談綺

人形佐七捕物帳 [新] 戦国炒飯ＴＶ　#1 戦国炒飯ＴＶ　#4 戦国炒飯ＴＶ　#7 戦国炒飯ＴＶ　#10
 2:30  2:30  2:30  2:30

#25 戦国炒飯ＴＶ　#2 戦国炒飯ＴＶ　#5 戦国炒飯ＴＶ　#8 戦国炒飯ＴＶ　#11 主演：林与一
 3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00

[終] 人形佐七捕物帳 戦国炒飯ＴＶ　#3 戦国炒飯ＴＶ　#6 戦国炒飯ＴＶ　#9 戦国炒飯ＴＶ　#12
3:30 3:30 3:30 3:30 主演：松平健

#26
 4:00  4:00

【特選！日替り時代劇】

【午後のスペシャルアワー】

【時代劇プレミアム23】

【特選！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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07/26(月) 07/27(火) 07/28(水) 07/29(木) 07/30(金) 07/31(土)
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

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 江戸の渦潮

#5 #6 #7 #8 #9 #13
 5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00 【朝だよ！斬り捨て御免!3】  5:00

斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 江戸の渦潮
<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>

#14 #15 #16 #17 #18 #14
 6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00 【朝だよ！新・半七捕物帳】  6:00  新番組スタート！！  6:00 【朝だよ!闇を斬る!大江戸犯科帳】  6:00 【朝だよ!闇を斬る!大江戸犯科帳】  6:00

新・半七捕物帳 [終] 新・半七捕物帳 【朝だよ!闇を斬る!大江戸犯科帳】 闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 江戸の渦潮
[新] 闇を斬る！大江戸犯科帳

#14 #15 #1　　主演：里見浩太朗 #2 #3 #15
 7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  新番組スタート！！

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 [新] 名奉行 遠山の金さん
第7部　#1

#5 #6 #7 #8 #9 主演：松方弘樹
 8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 若さま侍捕物帳 名奉行 遠山の金さん 第7部

#9 #10 #11 #12 #13 #2
 9:00  9:00  9:00  9:00  新番組スタート！！  9:00  9:00
闇を斬る！大江戸犯科帳 闇を斬る！大江戸犯科帳 [終] 闇を斬る！大江戸犯科帳 [新] 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 名奉行 遠山の金さん 第7部

#20 #21 #22 #1 #2 #3
10:00 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】

吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 主演：三田村邦彦 暴れん坊将軍 雲霧仁左衛門

#9 #10 10:45 生活情報の時間 #11
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
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

#16 主演：萬屋錦之介
12:00  新番組スタート！！ #17 #18 #19 #20 11:45 生活情報の時間

[新] 隠密剣士 第二部 12:00 隠密剣士 第二部 12:00 隠密剣士 第二部 12:00 隠密剣士 第二部 12:00 隠密剣士 第二部 12:00
忍法甲賀衆 #1 主演:大瀬康一 忍法甲賀衆 #2 忍法甲賀衆 #3 忍法甲賀衆 #4 忍法甲賀衆 #5 続続・三匹が斬る！
12:30　 　調整中 12:30おひるの生活情報の時間 12:30おひるの生活情報の時間 12:30おひるの生活情報の時間 12:30　 　調整中

【鬼平クラシックス】 【新･藤沢周平劇場】 【佐伯泰英劇場】 #3
13:00 13:00  新番組スタート！！ 13:00 13:00 13:00 13:00

鬼平犯科帳'69 [新] 陰陽師☆安倍晴明 [終] 剣客商売４ よろずや平四郎活人剣 吉原裏同心 続続・三匹が斬る！
～王都妖奇譚～　#1

#10 主演：三上博史 #11 #5 #3 #4
14:00

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 続続・三匹が斬る！
騎馬奉行がゆく <解>怪談　牡丹燈籠 江戸の用心棒スペシャル 金山大爆破 喧嘩安兵衛

汝懐妊われ覚えあり 決闘高田ノ馬場 #5
15:00 【北大路欣也劇場】

隠密奉行　朝比奈１
主演：高橋英樹 主演：林与一 主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 #7

15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:50
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 隠密奉行　朝比奈１

必殺仕切人 必殺仕切人 必殺仕切人 必殺仕切人 必殺仕切人
#8

#8 #9 #10 #11 #12 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】

大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部
剣客商売　陽炎の男

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

吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記
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 主演：北大路欣也

#36 #37 #38 #39 #40
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 【特集･沢田研二】アンコール

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 19:00
（映画）

#9 #10 #11 #12 #13 魔界転生(1981)
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00

将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ [終] 将軍家光忍び旅Ⅱ

#18 #19 #20 #21 #22
21:00　壬生義士伝 21:00　壬生義士伝 21:00　壬生義士伝 21:00　壬生義士伝 21:00　壬生義士伝 出演：千葉真一／沢田研二
新選組でいちばん強かった男 新選組でいちばん強かった男 新選組でいちばん強かった男 新選組でいちばん強かった男 新選組でいちばん強かった男 21:15 てなもんや三度笠

#4 #5 #6 #7 #8 第３０１話「長島の難船」
【華麗なる宝塚歌劇の世界～Season3～】 【新･藤沢周平劇場】 【佐伯泰英劇場】 出演:藤田まこと/ザ･タイガース

22:00チャンネル初放送！ 22:00 22:00  新番組スタート！！ 22:00 22:00 22:00
（舞台）白鷺の城 陰陽師☆安倍晴明 [新] 剣客商売５ よろずや平四郎活人剣 吉原裏同心 折鶴

出演：真風涼帆／星風まどか ～王都妖奇譚～ #1 山本周五郎･作 ひやめし物語より

／芹香斗亜／松本悠里 ほか #2 主演：藤田まこと #6 #4  主演：国広富之
※前後解説付き 【～夏の涼～怪奇時代劇】

23:20 23:00（オリジナルドラマ） 23:00  BS･CS初放送！ 23:00 チャンネル初放送！ 23:00 23:00
小河ドラマ 徳川☆家康 （映画） （映画） 剣客商売　辻斬り 怪猫佐賀騒動

右門捕物帖 （全４話一挙放送） 関西ジャニーズJr.の 丹下左膳　飛燕居合斬り
（ＴＶ長編） 京都太秦行進曲！

出演：三宅弘城／松平健 主演：中村錦之助 主演：加藤剛 主演：池玲子
主演：杉良太郎  0:50

 1:00  1:00  1:00  1:00  1:00 (映画) 北斎
必殺仕事人Ⅳ ｢小河ドラマ 徳川☆家康｣特別編 必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ  1:20

｢大物時代劇俳優 白川新太郎が編集をしてみた｣

#36 出演:松平健/大水洋介(ﾗﾊﾞｰｶﾞｰﾙ) #37 #38 #39
 2:00  2:00  2:00  2:00  2:00 運命峠

戦国炒飯ＴＶ　#13 戦国炒飯ＴＶ　#16 戦国炒飯ＴＶ　#19 戦国炒飯ＴＶ　#22 戦国炒飯ＴＶ　#25
 2:30  2:30  2:30  2:30  2:30

戦国炒飯ＴＶ　#14 戦国炒飯ＴＶ　#17 戦国炒飯ＴＶ　#20 戦国炒飯ＴＶ　#23 [終] 戦国炒飯ＴＶ #26
 3:00  3:00  3:00  3:00  3:00

戦国炒飯ＴＶ　#15 戦国炒飯ＴＶ　#18 戦国炒飯ＴＶ　#21 戦国炒飯ＴＶ　#24
3:30 3:30 3:30 3:30 主演：松平健

 4:00

【特選！日替り時代劇】

【午後のスペシャルアワー】

【時代劇プレミアム23】

【特選！日替り時代劇】

【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。


