
時代劇専門チャンネル　2021年8月編成表

08/01(日)
4:00  4:00

［終］　精霊の守り人
　 終章 #9

主演：綾瀬はるか
5:00  5:10

[解]八幡鳩九郎

6:00 主演：松平健

7:00  7:00　【北大路欣也劇場】
隠密奉行　朝比奈１

#5
主演：北大路欣也

8:00  8:00
隠密奉行　朝比奈１

#6
9:00  9:00　【鬼平クラシックス】

鬼平犯科帳'69
#12

主演：初代 松本白鸚
10:00 10:00 【池波正太郎劇場】

［新］　鬼平犯科帳５
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞#1

主演：中村吉右衛門
11:00 11:00

剣客商売１
#2

主演：藤田まこと
12:00 12:00

(映画)
丹下左膳(1953）

13:00
主演：大河内傳次郎

14:00 14:00
へそ曲がり新左

主演： 菅原文太
15:00 15:00

御用牙

16:00 主演：松方弘樹

16:45 生活情報の時間
17:00 17:00 【池波正太郎劇場】

鬼平犯科帳４
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#14
18:00 主演：中村吉右衛門

18:30
剣客商売５

19:00 #7
主演：藤田まこと

19:30 チャンネル初放送！
【真夏の忠臣蔵祭り】

20:00 (映画)
赤穂城断絶

21:00
主演：萬屋錦之介

22:00
22:20

(映画)
利休

23:00

主演：三國連太郎
0:00

 0:45
1:00 運命峠

2:00
主演：松平健

3:00
3:15

【編成に関する注意】

■無料放送
・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「未来に伝える 太平洋戦争の記憶」の作品紹介
・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネルpresents「未来に伝える 太平洋戦争の記憶」のすべて
・生活情報の時間
・おひるの生活情報の時間
・特選！大江戸買い物帳

・8/1(日)あさ10:00～午後3:00の番組 …
・毎週(月)～(金)午後2:00～午後4:00の番組 …

※8/9(月・振休)は除く

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

■解説放送
・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)
では、[解]のついた作品は副音声にて解説放送をお楽しみいただけます。

・8/1(日) あさ 5:10 ～ ｢八幡鳩九郎｣
・8/2(月) 午後 2:00 ～ ｢怪談 妖蝶の棲む館｣
・8/9(月・振休) よる 11:20 ～ ｢怪談 妖蝶の棲む館｣
・8/25(水) 午後 2:00 ～ ｢怪談 妖蝶の棲む館｣
・8/31(火) 深夜 2:00 ～ ｢八幡鳩九郎｣

■番組情報マーク
[新]:新シリーズスタート
[終]:シリーズ終了

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梗概をご確認ください。



時代劇専門チャンネル　2021年8月編成表

08/02(月) 08/03(火) 08/04(水) 08/05(木) 08/06(金) 08/07(土) 08/08(日)
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00［新］　ぬけまいる

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 ～女三人伊勢参り～
#10 #16 #1

主演：加藤剛 #11 #12 #13 #14 主演：小林桂樹 主演：田中麗奈
 5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00

斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ ［終］　斬り捨て御免！３ 平手造酒　利根の決闘 江戸の渦潮 ぬけまいる
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞#19 ＜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＞ ～女三人伊勢参り～

主演：中村吉右衛門 #20 #21 #22  主演：古谷一行 #17 #2
 6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

闇を斬る！ 闇を斬る！ 闇を斬る！ 闇を斬る！ 闇を斬る！ 江戸の渦潮 ぬけまいる
大江戸犯科帳　#4 大江戸犯科帳 大江戸犯科帳 大江戸犯科帳 大江戸犯科帳 ～女三人伊勢参り～
主演：里見浩太朗 #5 #6 #7 #8 #18 #3

 7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00　【北大路欣也劇場】
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 名奉行 遠山の金さん 第7部 隠密奉行　朝比奈１

#10 #11 　#4
主演：加藤剛  7:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて #12 #13 #14 主演：松方弘樹 #7

 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 ［終］　若さま侍捕物帳 名奉行 遠山の金さん 第7部 隠密奉行　朝比奈１

#14
主演：田村正和 #15 #16 #17 #18 #5 #8

 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00　【鬼平クラシックス】
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 名奉行 遠山の金さん 第7部 鬼平犯科帳'69

#3
主演：三田村邦彦 #4 #5 #6 #7 #6 #13

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 雲霧仁左衛門 江戸編 鬼平犯科帳５

暴れん坊将軍　#12 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
主演：松平健 #13 #14 #15 #16 主演：松方弘樹 #2

11:00 11:00 11:00 11:00［終］ 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 おんなの密書 雲霧仁左衛門 名古屋編 剣客商売１

#21
主演：松方弘樹 #22 #23 #24 主演：古谷一行 主演：松方弘樹 #3

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　隠密剣士 第二部 12:00 12:00
忍法甲賀衆　#6 忍法甲賀衆　#7 忍法甲賀衆　#8 忍法甲賀衆　#9 忍法甲賀衆　#10 続続・三匹が斬る！ (映画)

12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 #6 丹下左膳　飛燕居合斬り
特選！大江戸買い物帳 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 特選！大江戸買い物帳 主演：高橋英樹

13:00【鬼平クラシックス】 13:00【新・藤沢周平劇場】 13:00【佐伯泰英劇場】 13:00
鬼平犯科帳'69 13:00　陰陽師☆安倍晴明 13：00［新］　剣客商売５ よろずや平四郎活人剣 吉原裏同心 続続・三匹が斬る！ 主演：中村錦之助

#11 ～王都妖奇譚～ #1 #6 #4
主演：初代 松本白鸚 #2　主演：三上博史 主演：藤田まこと 主演：中村俊介 主演：小出恵介 #7 13:45 生活情報の時間

14:00 14:00
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 続続・三匹が斬る！
[解]怪談　妖蝶の棲む館 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 風の墓標

 海を渡る五十万両  長七郎立つ！江戸城の対決 柳生の陰謀  怨霊見参！長七郎･弟と対決 #8
15:00　【北大路欣也劇場】

主演：佳那晃子 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 隠密奉行　朝比奈１　#9
15:30 生活情報の時間 15:30 生活情報の時間 主演：北大路欣也 主演：滝田栄

15:45 生活情報の時間 15:45 「太平洋戦争の記憶」の作品紹介 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:45 「太平洋戦争の記憶」の作品紹介 15:50
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 ［終］　隠密奉行　朝比奈１ 16:10【真夏の忠臣蔵祭り】

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 忠臣蔵異聞
#13 #10 生きていた吉良上野介

主演：京マチ子 #14 #15 #16 #17 主演：川谷拓三
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:10 【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
#17 #19 剣客商売 手裏剣お秀 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

主演：加藤剛 #18 17:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて #20 #21 #15
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　#45 主演：北大路欣也

#41 #42 #43 #44 18:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて #8
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 【生誕90年 カツライス劇場】 名奉行  遠山の金さん

#14 (映画) 江戸城転覆！女忍者の復讐

主演：松方弘樹 #15 #16 #17 #18 浮かれ三度笠
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 主演：松方弘樹

［新］　剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 主演：市川雷蔵
#1 20:30　歴史を訪ねて 日本の城

主演：加藤剛 #2 #3 #4 #5 20:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて 九州・沖縄編
21:00　壬生義士伝 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
新選組でいちばん強かった男 ［終］　壬生義士伝 ［新］　ちかえもん ちかえもん ちかえもん 【真夏の忠臣蔵祭り】 密使と番人

#9 新選組でいちばん強かった男 #1 大石内蔵助　冬の決戦 主演：森岡龍
主演：渡辺謙 #10 主演：青木崇高 #2 #3 前編

22:00 22:00【新・藤沢周平劇場】 22:00【佐伯泰英劇場】 22:05
【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00　陰陽師☆安倍晴明 22:00 よろずや平四郎活人剣 吉原裏同心 主演：平幹二朗 チャンバラが消えた日

～Season3～】 ～王都妖奇譚～　#3　 剣客商売５　#2　 #7　 #5　 主演：鈴木杏
(舞台) 主演：三上博史 主演：藤田まこと 主演：中村俊介 主演：小出恵介

燃ゆる風 23:00 23:00
－軍師・竹中半兵衛－ 23:00 23:00 23:00 23:00 怨 清水次郎長１

天才脚本家 梶原金八 【7/28(なにわの日) 沖田総司 剣客商売　誘拐 勢揃い清水港
出演：七海ひろき 出演：ヨーロッパ企画 特集・関西ジャニーズ】 －華麗なる暗殺者－

／真彩希帆　ほか  0:10 (映画) 主演：真行寺君枝 主演：西郷輝彦
※前後解説付き しぶとい連中 忍ジャニ参上！ 主演：郷ひろみ 主演：加藤剛
ゲスト:七海ひろき 主演：菅原文太 未来への戦い

 0:45 「太平洋戦争の記憶」の作品紹介

 1:10  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00
必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ 必殺仕事人Ⅳ ［終］　必殺仕事人Ⅳ 上意討ち ［新］　神谷玄次郎捕物控 清水次郎長２

#40 #1 風雪流れ旅
主演：藤田まこと #41 #42 #43 主演：渡瀬恒彦 主演：古谷一行

 2:00  2:00［新］  2:00  2:00  2:00 主演：西郷輝彦
はぐれ医者　お命預かります！ はぐれ医者 お命預かります！ はぐれ医者 お命預かります！ はぐれ医者 お命預かります！ はぐれ医者 お命預かります！  2:20
女を愛し悪を斬る世直し殺法 #1 神谷玄次郎捕物控

主演：藤田まこと #3 #5 #7
主演：藤田まこと  3:00  3:00  3:00  3:00 #2 3:00

はぐれ医者 お命預かります！ はぐれ医者 お命預かります！ はぐれ医者 お命預かります！ はぐれ医者 お命預かります！ 3:20

#2 #4 #6 #8
 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】

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梗概をご確認ください。



時代劇専門チャンネル　2021年8月編成表

08/09(月・振休) 08/10(火) 08/11(水) 08/12(木) 08/13(金) 08/14(土) 08/15(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  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 ぬけまいる
～女三人伊勢参り～

#15 #16 #17 #18 #19 #19 #4
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00

［新］　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 江戸の渦潮 ぬけまいる
#1 ～女三人伊勢参り～

主演：清原果耶 #2 #3 #4 #5 #20 #5
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00　　ぬけまいる

闇を斬る！ 闇を斬る！ 闇を斬る！ 闇を斬る！ 闇を斬る！ 江戸の渦潮 ～女三人伊勢参り～
大江戸犯科帳 大江戸犯科帳 大江戸犯科帳 大江戸犯科帳 大江戸犯科帳 #6

#9 #10 #11 #12 #13 #21  6:50　【北大路欣也劇場】
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 隠密奉行　朝比奈１

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 名奉行 遠山の金さん 第7部 #9
 7:40

#15 #16 #17 #18 #19 #7 ［終］　隠密奉行　朝比奈１
8:00  8:00  8:00［新］壬生義士伝  8:00　壬生義士伝 8:00 8:00  8:00

天下の御意見番 罷り通る 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 壬生義士伝 壬生義士伝 名奉行 遠山の金さん 第7部 #10
彦左衛門外記 #1 #2 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

 主演：三船敏郎 主演：渡辺謙  8:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて #3 #4 #8
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00　【鬼平クラシックス】

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 名奉行 遠山の金さん 第7部 鬼平犯科帳'69

#8 #9 #10 #11 #12 #9 #14
10:00 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 鬼平犯科帳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 荒木又右衛門 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#17 #18 #19 #20 #21 決闘鍵屋の辻 #3
11:00 11:00［新］ 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

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 主演：高橋英樹 剣客商売１
#1

主演：松方弘樹 #2 #3 #4 #5 11:45 生活情報の時間 #4
12:00 12:00　隠密剣士 第二部 12:00　隠密剣士 第二部 12:00［終］隠密剣士 第二部 12:00［新］姫君捕物控 12:00 12:00 12:00

忍法甲賀衆　#11 忍法甲賀衆　#12 忍法甲賀衆　#13 　#1　主演：加賀まりこ 姫君捕物控　#2 続続・三匹が斬る！ 【生誕90年 カツライス劇場】
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 (映画)

特選！大江戸買い物帳 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 特選！大江戸買い物帳 #9 浮かれ三度笠
13:00 13:00【鬼平クラシックス】 13:00【新・藤沢周平劇場】 13:00【佐伯泰英劇場】 13:00

鬼平犯科帳'69 13:00　陰陽師☆安倍晴明 13:00 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～ 剣客商売５ #7 主演：市川雷蔵

#12 #3 #2 13:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて #5 #10
14:00 14:00 14:00 14:00

【真夏の忠臣蔵祭り】 14:00 14:00 14:00 14:00 続続・三匹が斬る！
忠臣蔵　前篇 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 橋の上の霜

「君、怒りもて往生を遂ぐ」  母は敵か？！正雪の陰謀  風雲！旗本奴と町奴  血闘　荒木又右衛門  千姫有情　母ありき #11
15:00 15:00　【北大路欣也劇場】

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 ［新］　隠密奉行　朝比奈２ 主演：武田鉄矢
#1　主演：北大路欣也

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 15:45 生活情報の時間 15:50 15:45 生活情報の時間
16:00 16:10 16:00 16:00 16:00 16:00 隠密奉行　朝比奈２ 16:00

［終］　必殺仕切人 ［新］　新必殺からくり人 新必殺からくり人 新必殺からくり人 #2 チャンバラが消えた日
忠臣蔵　後篇 #1

「我、一死もて大義に生く」 #18 主演：山田五十鈴 #2 #3 16:45 生活情報の時間 主演：鈴木杏
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】

主演：里見浩太朗 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　婚礼の夜 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#22 #23 #24 #25 #16
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 剣客商売５
18:30 「太平洋戦争の記憶」の作品紹介 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
18:45 歴史を訪ねて 日本の城 九州・沖縄編2 #46 #47 #48 #49 #9

19:00 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 【生誕90年 カツライス劇場】 (映画)

#20 (映画) 引っ越し大名！
#19 19:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて #21 #22 #23 不知火檢校

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 主演：勝新太郎 主演：星野源

#6 #7 #8 #9 #10 20:45 「太平洋戦争の記憶」の作品紹介

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
ちかえもん ちかえもん ちかえもん ちかえもん ［終］　ちかえもん 【真夏の忠臣蔵祭り】 21:20

大石内蔵助　冬の決戦 (映画)
#4 #5 #6 #7 #8 後編 丹下左膳　飛燕居合斬り

22:00 22：00【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00【新・藤沢周平劇場】 22:00【佐伯泰英劇場】
～Season3～】 22:00　陰陽師☆安倍晴明 22:00 よろずや平四郎活人剣 吉原裏同心 主演：平幹二朗 主演：中村錦之助

（舞台）白鷺の城 ～王都妖奇譚～ 剣客商売５
 出演：真風涼帆／星風まどか　ほか #4 #3 #8 #6 22:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて

23:00 ※前後解説付き 23:00 23:00
23:20 23:00 23:00 23:00 23:00 怪猫有馬御殿 清水次郎長３
[解]怪談　妖蝶の棲む館 御用牙 必殺スペシャル 怪猫佐賀騒動 堀部安兵衛 男の涙 石松の 后

必殺仕事人意外伝
0:00 主水、第七騎兵隊と闘う

主演：佳那晃子 主演：松方弘樹 　大利根ウエスタン月夜 主演：池玲子 主演：小澤征悦 主演：岡田奈々 主演：西郷輝彦

主演：藤田まこと  0:45 「太平洋戦争の記憶」の作品紹介

1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00
［新］　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 神谷玄次郎捕物控 清水次郎長４

#1 筑波おろし 義侠の仇討
主演：京マチ子 #2 #3 #4 #5 #3

2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00
［終］ ［新］　新・半七捕物帳 新・半七捕物帳 新・半七捕物帳 新・半七捕物帳 神谷玄次郎捕物控 主演：西郷輝彦
はぐれ医者 お命預かります！ #1

#9 主演：真田広之 #2 #3 #4 #4
3:00 3:00 3:00 3:00 3:00  3:00 3:00

神谷玄次郎捕物控

#5
 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】

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梗概をご確認ください。



時代劇専門チャンネル　2021年8月編成表

08/16(月) 08/17(火) 08/18(水) 08/19(木) 08/20(金) 08/21(土) 08/22(日)
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  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 ぬけまいる
～女三人伊勢参り～

#20 #21 #22 #23 #24 #22 #7
 5:00  5:00  5:00  5:00［新］　吉宗評判記  5:00  5:00  5:00

螢草　菜々の剣 ［終］　螢草　菜々の剣 しぶとい連中 暴れん坊将軍 吉宗評判記 ［終］　江戸の渦潮 ［終］　ぬけまいる
#1 暴れん坊将軍 ～女三人伊勢参り～

#6 #7 主演：菅原文太 主演：松平健 #2 #23 #8
 6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00【真夏の忠臣蔵祭り】

闇を斬る！ 闇を斬る！ 闇を斬る！ 闇を斬る！ 闇を斬る！ 上意討ち 忠臣蔵異聞
大江戸犯科帳 大江戸犯科帳 大江戸犯科帳 大江戸犯科帳 大江戸犯科帳 生きていた吉良上野介

#14 #15 #16 #17 #18 主演：渡瀬恒彦 主演： 川谷拓三
 7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00　【北大路欣也劇場】

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7部 ［新］　隠密奉行　朝比奈２
#1

 7:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて #20 #21 #22 #23 #10 主演：北大路欣也
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00  8:00  8:00

壬生義士伝 壬生義士伝 壬生義士伝 壬生義士伝 壬生義士伝 名奉行 遠山の金さん 第7部 隠密奉行　朝比奈２
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

#5 #6 #7 #8 #9 #11 #2
 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00　【鬼平クラシックス】

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 名奉行 遠山の金さん 第7部 鬼平犯科帳'69

#13 #14 #15 #16 #17 #12 #15
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 鬼平犯科帳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 剣客商売 御老中暗殺 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#22 #23 #24 #25 #26 #4
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
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 主演：北大路欣也 剣客商売１

#9
#6 #7 #8 11:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて #10 11:45 生活情報の時間 #5

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
姫君捕物控　#3 姫君捕物控　#4 姫君捕物控　#5 姫君捕物控　#6 姫君捕物控　#7 続続・三匹が斬る！ 【生誕90年 カツライス劇場】

12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 (映画)
特選！大江戸買い物帳 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 特選！大江戸買い物帳 #12 不知火檢校

13:00【鬼平クラシックス】 13:00【新・藤沢周平劇場】 13:00【佐伯泰英劇場】 13:00
鬼平犯科帳'69 13:00　陰陽師☆安倍晴明 13：00　剣客商売５ よろずや平四郎活人剣 吉原裏同心 続続・三匹が斬る！ 主演：勝新太郎

～王都妖奇譚～ #3
#13 #4 13:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて #8 #6 #13 13:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて

14:00 14:00
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 続続・三匹が斬る！
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 はやぶさ新八御用帳
 天下を取れ！仕掛けられた反乱  一心太助とご落胤　男一匹ここにあり！  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 #14 大奥の恋人

15:00【北大路欣也劇場】
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 隠密奉行　朝比奈２

15:40 生活情報の時間 #3 主演：中井貴一
15:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて 15:45 「太平洋戦争の記憶」の作品紹介 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２ 16:10 生活情報の時間

新必殺からくり人 新必殺からくり人 新必殺からくり人 新必殺からくり人 新必殺からくり人 #4
#8 16:30歴史を訪ねて 日本の城

#4 #5 #6 #7 16:55 「太平洋戦争の記憶」のすべて 16:45 生活情報の時間 北海道・東北編
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 ［終］　大岡越前 第10部 ［新］　大岡越前 第11部 大岡越前 第11部 大岡越前 第11部 ［新］　編笠十兵衛 鬼平犯科帳４
#1 #1 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#26 #27 主演：加藤剛 #2 #3 主演：村上弘明 #17
18:00 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 編笠十兵衛 ［終］　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

#50 #51 #52 #53 #54 #2 #10
19:00 19:00 19:00［終］ 19:00［新］ 19:00 19:00 チャンネル初放送！ 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5部 名奉行 遠山の金さん 第5部 【真夏の忠臣蔵祭り】 名奉行 遠山の金さん

#1 (映画) 江戸城大騒乱!
#24 #25 #26 主演：松方弘樹 #2 赤穂城断絶  将軍とおんな天一坊

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 主演：松方弘樹

#11 #12 #13 #14 #15
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 主演：萬屋錦之介 21:00

［新］　刺客請負人 刺客請負人 刺客請負人 刺客請負人 刺客請負人 【7/28(なにわの日)
#1 特集・関西ジャニーズ】

主演：村上弘明 #2 #3 #4 #5 (映画)
22:00 チャンネル初放送！ 22:00【新・藤沢周平劇場】 22:00【佐伯泰英劇場】 22:00 関西ジャニーズJr.の
【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00［終］陰陽師☆安倍晴明 22:00 よろずや平四郎活人剣 吉原裏同心 スローな武士にしてくれ 京都太秦行進曲！

～Season3～】 ～王都妖奇譚～ 剣客商売５ ～京都　撮影所ラプソディー～

（舞台） #5 #4 #9 #7
紫子 23:00

－とりかえばや異聞－ 23:00 23:00 23:00 23:00 主演：内野聖陽 (映画)
 出演：霧矢大夢 密使と番人 名奉行  遠山の金さん 怨 はぐれ狼 忍ジャニ参上！

／蒼乃夕妃 ほか  主演：森岡龍 江戸城転覆！ 未来への戦い
※前後解説付き  0:05  覗かれた赤毛の女
ゲスト:霧矢大夢 チャンバラが消えた日 主演：松方弘樹 主演：真行寺君枝 主演：中村梅之助  0:15 「太平洋戦争の記憶」の作品紹介

 0:30　歴史を訪ねて 日本の城  0:30  0:30歴史を訪ねて 日本の城

近畿編 主演：鈴木杏 (映画) 北斎 中国・四国編
 1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00

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 神谷玄次郎捕物控 沖田総司
－華麗なる暗殺者－

#6 #7 #8 #9 #10 #6
 2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00

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 神谷玄次郎捕物控
#5 #6 #7 #8 #9 主演：郷ひろみ

 2:55  2:55  2:55  2:55  2:55 #7
［新］大江戸もののけ物語 大江戸もののけ物語 大江戸もののけ物語 大江戸もののけ物語 ［終］大江戸もののけ物語  3:00 3:00

#1 神谷玄次郎捕物控
主演：岡田健史 #2 #3 #4 #5

#8
 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】

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梗概をご確認ください。



時代劇専門チャンネル　2021年8月編成表

08/23(月) 08/24(火) 08/25(水) 08/26(木) 08/27(金) 08/28(土) 08/29(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00 （前日の続き）  4:00

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 大岡越前 第8部 ［新］痛快！三匹のご隠居
#1 主演：平幹二朗 #1

#25 #26 #27 主演：加藤剛 #2 主演：里見浩太朗
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00

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 大石内蔵助　冬の決戦 痛快！三匹のご隠居
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 後編

#3 #4 #5 #6 #7 #2
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

闇を斬る！ 闇を斬る！ 闇を斬る！ ［終］　闇を斬る！ ［新］　将軍家光忍び旅Ⅱ 主演：平幹二朗 痛快！三匹のご隠居
大江戸犯科帳 大江戸犯科帳 大江戸犯科帳 大江戸犯科帳

#19 #20 #21 #22 #1 #3
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00　【北大路欣也劇場】

大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 ［終］　大岡越前 第9部 主演：三田村邦彦 名奉行 遠山の金さん 第7部 隠密奉行　朝比奈２

#24 #25 #26 #13 #3
8:00  8:00  8:00　　　 折鶴  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

［終］　壬生義士伝 山本周五郎・作 ［新］　ちかえもん ちかえもん ちかえもん 名奉行 遠山の金さん 第7部 隠密奉行　朝比奈２
新選組でいちばん強かった男 ひやめし物語より #1

#10 主演：国広富之 主演：青木崇高 #2 #3 #14 #4
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00　【鬼平クラシックス】

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 名奉行 遠山の金さん 第7部 鬼平犯科帳'69

#18 #19 #20 #21 #22 #15 #16
10:00 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 鬼平犯科帳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 剣客商売 剣の誓約 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#27 #28 #29 #30 #31 #5
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

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 主演：北大路欣也 剣客商売１

#11 #12 #13 #14 #15 11:45 生活情報の時間 #6
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

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 続続・三匹が斬る！ 沖田総司
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 －華麗なる暗殺者－

特選！大江戸買い物帳 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 特選！大江戸買い物帳 #15
13:00 13:00【鬼平クラシックス】 13:00【新・藤沢周平劇場】 13:00【佐伯泰英劇場】 13:00

鬼平犯科帳'69 13:00［終］　 13:00 よろずや平四郎活人剣 吉原裏同心 続続・三匹が斬る！ 主演：郷ひろみ
陰陽師☆安倍晴明 剣客商売５

#14 ～王都妖奇譚～　#5 #4 #9 #7 #16 13:45 生活情報の時間
14:00 14:00 14:00

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 続続・三匹が斬る！
長七郎江戸日記スペシャル 長七郎江戸日記スペシャル [解]怪談　妖蝶の棲む館 長七郎江戸日記スペシャル 長七郎江戸日記スペシャル 新・御宿かわせみ

長七郎の陰謀  虫ケラ一匹なればこそ 海を渡る五十万両 長七郎立つ！江戸城の対決 #17
15:00 後の剣舞い 15:00【北大路欣也劇場】 主演：真野響子

主演：里見浩太朗 主演：佳那晃子 主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗 隠密奉行　朝比奈２
主演：里見浩太朗 #5 15:30

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 15:45 生活情報の時間 15:50 必殺スペシャル
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 隠密奉行　朝比奈２ （秘）必殺現代版　

新必殺からくり人 新必殺からくり人 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 #6 主水の子孫が京都に現われた

仕事人VS暴走族
#9 #10 #11 #12 #13 16:45 生活情報の時間 主演：藤田まこと

17:00 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11部 大岡越前 第11部 大岡越前 第11部 大岡越前 第11部 大岡越前 第11部 編笠十兵衛 鬼平犯科帳４

＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#4 #5 #6 #7 #8 #3 #18

18:00 18:00 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 編笠十兵衛 ［新］　剣客商売１

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 #1
#55 #56 #57 #58 #59 #4

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 主演：藤田まこと
名奉行 遠山の金さん 第5部 名奉行 遠山の金さん 第5部 名奉行 遠山の金さん 第5部 名奉行 遠山の金さん 第5部 名奉行 遠山の金さん 第5部 【真夏の忠臣蔵祭り】

忠臣蔵　前篇 19:30歴史を訪ねて 日本の城

#3 #4 #5 #6 #7 「君、怒りもて往生を遂ぐ」 北陸・東海編
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00　TV初放送！

剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 【生誕90年 カツライス劇場】
主演：里見浩太朗 (映画)

#16 #17 #18 #19 #20 薄桜記
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:10 ＜4Kデジタル修復版＞

刺客請負人 刺客請負人 刺客請負人 ［終］　刺客請負人 ［新］　刺客請負人2 忠臣蔵　後篇
#1 「我、一死もて大義に生く」 主演：市川雷蔵

#6 #7 #8 #9 主演：村上弘明
22:00 22:00 チャンネル初放送！ 22:00【新・藤沢周平劇場】 22:00【佐伯泰英劇場】 22:00

【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00【真夏の忠臣蔵祭り】 22:00 ［終］ 吉原裏同心 主演：里見浩太朗 運命峠
～Season3～】 ［新］忠臣蔵 その義その愛 剣客商売５ よろずや平四郎活人剣

（舞台） #1　主演：内野聖陽 #5 #10 #8
23:00 義経妖狐夢幻桜 主演：松平健

23:00 23:00 23:00 23:00
出演：朝美絢 (映画) 【7/28(なにわの日) 怪猫有馬御殿 雲霧仁左衛門 23:30

／星南のぞみ　ほか 引っ越し大名！ 特集・関西ジャニーズ】
0:00 (映画) 伝説の殺陣集団　東映剣会

※前後解説付き 主演：星野源 関西ジャニーズJr.の 主演：岡田奈々 主演：萬屋錦之介
京都太秦行進曲！  0:30

松本清張の西海道談綺
1:00  1:00  1:10  1:00  1:00  1:00  1:00

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 神谷玄次郎捕物控
主演：松平健

#11 #12 #13 #14 #15 #9
2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00

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 神谷玄次郎捕物控

#10 #11 #12 #13 #14 #10
3:00 3:00 3:00 3:00 3:00  3:00  3:00 3:00

【真夏の忠臣蔵祭り】 ［終］　神谷玄次郎捕物控
大石内蔵助　冬の決戦

前編 #11
 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】

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梗概をご確認ください。



時代劇専門チャンネル　2021年8月編成表

08/30(月) 08/31(火)
 4:00  4:00

大岡越前 第8部 大岡越前 第8部

#3 #4
 5:00  5:00

吉宗評判記 吉宗評判記
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍

#8 #9
 6:00  6:00

将軍家光忍び旅Ⅱ 将軍家光忍び旅Ⅱ

#2 #3
 7:00  7:00
［新］　大岡越前 第10部 大岡越前 第10部

#1
主演：加藤剛 #2

 8:00  8:00
ちかえもん ちかえもん

#4 #5
 9:00  9:00

［新］　剣客商売'73 剣客商売'73
#1

主演：加藤剛 #2
10:00 10:00

吉宗評判記 吉宗評判記
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍

#32 #33
11:00 11:00
名奉行 遠山の金さん 第4部 名奉行 遠山の金さん 第4部

#16 #17
12:00 12:00［新］風の中のあいつ

［終］　姫君捕物控　#13 #1　主演：萩原健一
12:30 12:30

特選！大江戸買い物帳 おひるの生活情報の時間
13:00【鬼平クラシックス】 【特選！日替り時代劇】

鬼平犯科帳'69 13：00【真夏の忠臣蔵祭り】
［新］忠臣蔵 その義その愛

#15 #1　主演：内野聖陽

14:00 14:00
長七郎江戸日記スペシャル 長七郎江戸日記スペシャル

柳生の陰謀 怨霊見参！長七郎･弟と対決

主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗

15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間
16:00 16:00

［新］　新必殺仕置人 新必殺仕置人
#1

主演：藤田まこと #2
17:00 17:00

大岡越前 第11部 大岡越前 第11部

#9 #10
18:00 18:00

吉宗評判記 吉宗評判記
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍

#60 #61
19:00 19:00
名奉行 遠山の金さん 第5部 名奉行 遠山の金さん 第5部

#8 #9
20:00 20:00

剣客商売'73 ［終］　剣客商売'73

#21 #22
21:00 21:00

刺客請負人2 刺客請負人2

#2 #3
22:00 チャンネル初放送！ 【特選！日替り時代劇】
【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00【真夏の忠臣蔵祭り】

～Season3～】 忠臣蔵 その義その愛
（舞台）蝶・恋（ディエ・リエン） #2

 －燃え尽きるとも－ 【時代劇プレミアム23】
出演：香寿たつき／渚あき ほか 23:00

※前後解説付き 必殺スペシャル
23:45 大老殺し

おんなの密書 下田港の殺し技
珍プレー好プレー 

主演：古谷一行
 0:45 歴史を訪ねて 日本の城 北陸・東海編2 主演：藤田まこと
 1:00  1:00

必殺仕切人 必殺仕切人

#16 #17
 2:00  2:00

［終］　新・半七捕物帳 [解]八幡鳩九郎

#15
3:00 主演：松平健

 4:00

【午後のスペシャルアワー】

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梗概をご確認ください。




