
時代劇専門チャンネル　2021年10月編成表

…
10/26(火)深夜1:00 ～10/27(水)7:00 (6時間)
放送機器メンテナンスのため、放送休止

【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。

・10.15映画「燃えよ剣」公開記念特番 45分拡大SP
・10.15公開 映画「燃えよ剣」特別映像～3分でわかる新選組～
・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネル「４K版『仁義なき戦い』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「４K版『仁義なき戦い』劇場」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
・インフォメーション

・10/3(日)10:00～17:00の番組 …

■＜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。

・10/17(日)19:00 ～ ｢無明剣走る」
・10/24(日)深夜1:00 ～ ｢姫四郎流れ旅｣

■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10月編成表

10/01(金) 10/02(土) 10/03(日)
4:00  4:00  4:00［新］  4:00

大岡越前 第8部 司馬遼太郎の功名が辻 池波正太郎時代劇
#25 #1 　光と影

主演：加藤剛 主演：檀ふみ #7
5:00  5:00  5:00  5:00

吉宗評判記 司馬遼太郎の功名が辻 池波正太郎時代劇
暴れん坊将軍　#30 　光と影

主演：松平健 #2 #8
6:00  6:00  6:00  6:00

剣客商売'73 司馬遼太郎の功名が辻 池波正太郎時代劇
#2 　光と影

主演：加藤剛 #3 #9
7:00  7:00  7:00  7:00　【北大路欣也劇場】

大岡越前 第10部 遠山の金さんVS女ねずみ 宮本武蔵
#25 #7

主演：加藤剛 主演：松方弘樹 #3
8:00  8:00  8:00  8:00

刺客請負人2 遠山の金さんVS女ねずみ 宮本武蔵
#10

主演：村上弘明 #8 #4
9:00  9:00  9:00  9:00　【鬼平クラシックス】

あばれ八州御用旅 遠山の金さんVS女ねずみ 鬼平犯科帳'69
#3 #21

主演：西郷輝彦 #9 主演：初代 松本白鸚
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 ［新］　編笠十兵衛　#1 鬼平犯科帳５＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　

暴れん坊将軍 主演：村上弘明 #10　主演：中村吉右衛門
#56 10:50 10:50

11:00 11:00 編笠十兵衛 ［新］　剣客商売２　#1
名奉行 遠山の金さん 第5部 #2 主演：藤田まこと

#13 11:40
主演：松方弘樹 11:45 生活情報の時間 徳川家康の秘宝

12:00 12:00 風の中のあいつ 12:00
#24　主演：萩原健一 また又・三匹が斬る！

12:30 #11　主演：高橋英樹 主演：高嶋政宏
特選！大江戸買い物帳 12:50 （現・髙嶋政宏）

13:00 13:00 【佐伯泰英劇場】 また又・三匹が斬る！
［終］　吉原裏同心 #12

#12
主演：小出恵介 13:45

14:00 【午後のスペシャルアワー】 また又・三匹が斬る！
14:00 14:10 生活情報の時間

剣客商売 鬼熊酒屋 #13 14:25
14:45 生活情報の時間 忠臣蔵うら話 仲蔵狂乱

15:00 15:00 BS・CS初放送！
主演：北大路欣也 【北大路欣也劇場】

宮本武蔵　#5 主演：市川新之助
15:45 生活情報の時間 主演：北大路欣也 (現･市川海老蔵)

16:00 16:00 16:00 16:00
新必殺仕置人 宮本武蔵 【10.15映画「燃えよ剣」公開連動企画】

#25 10.15映画「燃えよ剣」
主演：藤田まこと #6 公開記念特番 45分拡大SP

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12部 仕掛人 鬼平犯科帳５

#7 藤枝梅安スペシャル ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
主演：加藤剛 #4

18:00 18:00 主演：渡辺謙 18:00 【池波正太郎劇場】
吉宗評判記 剣客商売１

暴れん坊将軍 #6
#84 18:45 生活情報の時間 主演：藤田まこと

19:00 19:00［新］ 19:00 19:00 【特集・田村正和
名奉行 遠山の金さん 第6部 【生誕90年 カツライス劇場】 ～永遠の美剣士～】

#1 (映画) お毒味役主丞　乾いて候
主演：松方弘樹 切られ与三郎

20:00 20:00【特集・田村正和
～永遠の美剣士～】 主演：田村正和
運命峠　#10 主演：市川雷蔵

主演：田村正和 20:45 ４K版『仁義なき戦い』劇場の作品紹介 20:55 ４K版『仁義なき戦い』劇場のすべて

21:00 21:00 【10.15映画「燃えよ剣」公開連動企画】 21:00 21:00
［新］　新選組血風録　#1 【秋のグルメ映画まつり】 御用船炎上

主演：栗塚旭 (映画)
21:55 10.15映画「燃えよ剣」3分でわかる新選組 みをつくし料理帖

22:00 22:00 【佐伯泰英劇場】 主演：竹脇無我
［新］　密命　寒月霞斬り 主演：松本穂香

#1
主演：榎木孝明 22:45

23:00 【時代劇プレミアム23】 長七郎江戸日記スペシャル
23:00 23:15 天下を取れ！

(映画) (映画) 仕掛けられた反乱
雑兵物語 眠狂四郎 卍斬り

0:00 主演：里見浩太朗
主演：勝新太郎 出演：松方弘樹／田村正和  0:15

長七郎江戸日記スペシャル
一心太助とご落胤

1:00  1:00  1:00［新］  男一匹ここにあり！
新必殺仕置人 よろずや平四郎活人剣

#1 主演：里見浩太朗
#4 主演：中村俊介

2:00  2:00［終］　竜馬がゆく  2:00  2:00
#10 よろずや平四郎活人剣 (映画)

主演：市川染五郎 国士無双
（現・松本幸四郎） #2

3:00  3:00  3:00
インフォメーション よろずや平四郎活人剣 主演：中井貴一

#3
 4:00  4:00  4:00

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梗概をご確認ください。
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10/04(月) 10/05(火) 10/06(水) 10/07(木) 10/08(金) 10/09(土) 10/10(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00 （前日の続き）  4:00

［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 池波正太郎時代劇
#1 主演：岡田准一 　光と影

#26 主演：加藤剛 #2 #3 #4 #10
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  5:25 池波正太郎時代劇
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 (映画) 　光と影

#31 #32 #33 #34 #35 散り椿 #11
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

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 ［終］　池波正太郎時代劇
主演：岡田准一 　光と影

#3 #4 #5 #6 #7 #12
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  7:25 宮本武蔵
#1 10.15映画「燃えよ剣」

#26 #27 主演：加藤剛 #2 #3 公開記念特番 45分拡大SP #5
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

［終］　刺客請負人2 歴史科学捜査班 ［新］　南町奉行事件帖 南町奉行事件帖 南町奉行事件帖  8:15 宮本武蔵
【セレクション放送】 怒れ！求馬　#1 怒れ！求馬 怒れ！求馬 (映画)

#11 #6 主演：原田龍二 #2 #3 関ヶ原 #6
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00　【鬼平クラシックス】

あばれ八州御用旅 あばれ八州御用旅 あばれ八州御用旅 あばれ八州御用旅 あばれ八州御用旅 鬼平犯科帳'69
主演：岡田准一

#4 #5 #6 #7 #8 #22
10:00 10:00 10:00 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 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 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#57 #58 #59 #60 #61 10:50 #11
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 (映画) 11:00 【池波正太郎劇場】

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 蜩ノ記 剣客商売２

#14 #15 #16 #17 #18 #2
12:00 12:00 12:00［終］ 12:00 CH初放送！［新］ 12:00 12:00 出演：役所広司／岡田准一 12:00

風の中のあいつ　#25 風の中のあいつ　#26 丹下左膳　#1 主演：中村竹弥 丹下左膳　#2 丹下左膳　#3 素浪人無頼旅
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
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

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】 主演：舘ひろし
鬼平犯科帳'69 13:00 13:00 立花登青春手控え ［新］　密命　寒月霞斬り 13:05 生活情報の時間

#20 忠臣蔵 その義その愛　#6 ［終］　剣客商売５　#10 #5 #1 13:20
13:55 ４K版『仁義なき戦い』劇場のすべて 主演：内野聖陽 主演：藤田まこと 主演：溝端淳平 主演：榎木孝明 (映画)

14:00 花よりもなほ
14:00 14:00【特集・田村正和 14:00 14:00 14:00
藤田まことの丹下左膳１ ～永遠の美剣士～】 魔境　殺生谷の秘密 密偵 剣客商売　陽炎の男 14:30 生活情報の時間

痛快!美女に弱いはぐれ剣士、 眠狂四郎 江戸城に渦巻く 主演：岡田准一 14:45
15:00 将軍吉宗の江戸で 陰謀!母よ、妻よ、女たちよ、 素浪人無頼旅Ⅱ

巨悪を斬る！ 円月殺法、御照覧あれ!! 主演：三船敏郎 主演：天知茂 主演：北大路欣也
主演：藤田まこと 主演：田村正和 15:40

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 15:45 生活情報の時間 10.15映画「燃えよ剣」 主演：舘ひろし
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 公開記念特番 45分拡大SP

新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人
#27 16:30 チャンネル初放送！

#26 16:55 ４K版『仁義なき戦い』劇場のすべて #28 #29 #30 (映画) 16:45 ４K版『仁義なき戦い』劇場の作品紹介

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 天地明察 17:00 【池波正太郎劇場】
大岡越前 第12部 大岡越前 第12部 大岡越前 第12部 大岡越前 第12部 大岡越前 第12部 鬼平犯科帳５

#12 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#8 #9 #10 #11 17:55 ４K版『仁義なき戦い』劇場のすべて 主演：岡田准一 #5

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 【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 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
#85 #86 #87 #88 #89 #7

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 【特集・田村正和
名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 【10.15映画「燃えよ剣」公開連動企画】 (映画) ～永遠の美剣士～】

24時間まるごと　岡田准一時代劇 散り椿 乾いて候
#2 #3 #4 #5 (映画) お毒味役必殺剣

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 関ヶ原
運命峠 運命峠 運命峠 運命峠 主演：岡田准一 主演：田村正和

#11 #12 #13 #14 主演：岡田准一
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 忠臣蔵うら話 仲蔵狂乱 【10.15映画「燃えよ剣」公開連動企画】

#2 #4 21:35 (映画)
21:55 10.15映画「燃えよ剣」3分でわかる新選組 #3 21:55 10.15映画「燃えよ剣」3分でわかる新選組 #5 10.15映画「燃えよ剣」 燃えよ剣

22:00 22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 公開記念特番 45分拡大SP 主演：市川新之助
【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00［終］ 22:00 立花登青春手控え (現･市川海老蔵)

～Season3～】 忠臣蔵 その義その愛 ［新］　剣客商売１ 22:30 主演：栗塚旭
（舞台） #7 #1 #6 (映画) 22:45 ４K版『仁義なき戦い』劇場の作品紹介

23:00 幕末太陽傳 【時代劇プレミアム23】 主演：藤田まこと 【時代劇プレミアム23】 蜩ノ記 23:00 23:00
23:00 【時代劇プレミアム23】 23:00 鼠小僧次郎吉 長七郎江戸日記スペシャル

出演：早霧せいな 丹下左膳 23:20 大石内蔵助　冬の決戦 ふたり長七郎　京の舞い
／咲妃みゆ　ほか 大石内蔵助　冬の決戦 後編 出演：役所広司／岡田准一

0:00 ※前後解説付き 前編 主演：林与一
ゲスト:早霧せいな 主演：中村獅童 主演：平幹二朗 主演：里見浩太朗

 0:30　　歴史を訪ねて 主演：平幹二朗
日本の城 関東・甲信越編  0:45 ４K版『仁義なき戦い』劇場の作品紹介  0:45

1:00  1:00  1:00  1:00  1:00 (映画)  1:00  1:00
新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 花よりもなほ よろずや平四郎活人剣 長七郎江戸日記スペシャル

長七郎　大奥まかり通る
#5 #6 #7 #8 #4

2:00  2:00［新］  2:00  2:00  2:00［終］ 主演：岡田准一  2:00
戦国疾風伝　二人の軍師 戦国疾風伝　二人の軍師 戦国疾風伝　二人の軍師 戦国疾風伝　二人の軍師 よろずや平四郎活人剣 主演：里見浩太朗
秀吉に天下を獲らせた男たち 秀吉に天下を獲らせた男たち 秀吉に天下を獲らせた男たち 秀吉に天下を獲らせた男たち

#1　主演：高橋克典 #3 #5 #7 #5
3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00　チャンネル初放送！  3:00  3:00

戦国疾風伝　二人の軍師 戦国疾風伝　二人の軍師 戦国疾風伝　二人の軍師 インフォメーション (映画) よろずや平四郎活人剣 インフォメーション
秀吉に天下を獲らせた男たち 秀吉に天下を獲らせた男たち 秀吉に天下を獲らせた男たち 天地明察

#2 #4 #6 #6
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【特選！日替り時代劇】

【特選！日替り時代劇】

【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。



時代劇専門チャンネル　2021年10月編成表

10/11(月) 10/12(火) 10/13(水) 10/14(木) 10/15(金) 10/16(土) 10/17(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

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 司馬遼太郎の功名が辻 ［新］　旅がらす事件帖
#1

#5 #6 #7 #8 #9 #4 主演：小林旭
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 司馬遼太郎の功名が辻 旅がらす事件帖
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

#36 #37 #38 #39 #40 #5 #2
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

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 司馬遼太郎の功名が辻 旅がらす事件帖

#8 #9 #10 #11 #12 #6 #3
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00

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 遠山の金さんVS女ねずみ 御用船炎上

#4 #5 #6 #7 #8 #10
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00 主演：竹脇無我

南町奉行事件帖 南町奉行事件帖 南町奉行事件帖 南町奉行事件帖 南町奉行事件帖 遠山の金さんVS女ねずみ
怒れ！求馬 怒れ！求馬 怒れ！求馬 怒れ！求馬 怒れ！求馬

#4 #5 #6 #7 #8 #11
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00　【鬼平クラシックス】

あばれ八州御用旅 あばれ八州御用旅 あばれ八州御用旅 あばれ八州御用旅 ［終］　あばれ八州御用旅 遠山の金さんVS女ねずみ 鬼平犯科帳'69

#9 #10 #11 #12 #13 #12 #23
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 編笠十兵衛 鬼平犯科帳５
暴れん坊将軍　#62 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 #3 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

10:55 ４K版『仁義なき戦い』劇場のすべて #63 #64 #65 #66 10:50 #12
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 編笠十兵衛 11:00 【池波正太郎劇場】

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 #4 剣客商売２

#19 #20 #21 #22 #23 11:45 生活情報の時間 #3
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

丹下左膳　#4 丹下左膳　#5 丹下左膳　#6 丹下左膳　#7 丹下左膳　#8 また又・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 #14 切られ与三郎

13:00 13:00　【鬼平クラシックス】 13:00 【新・藤沢周平劇場】 13:00 13:00
鬼平犯科帳'69 13:00［終］ 13:00 立花登青春手控え 【10.15映画「燃えよ剣」公開連動企画】 また又・三匹が斬る！

忠臣蔵 その義その愛 ［新］　剣客商売１ #6 10.15映画「燃えよ剣」 主演：市川雷蔵
#21 #7 #1 13:55 ４K版『仁義なき戦い』劇場のすべて 公開記念特番 45分拡大SP #15 13:45 生活情報の時間

14:00 主演：藤田まこと 14:00 14:00
14:00 14:00【特集・田村正和 【午後のスペシャルアワー】 14:00 14:00 また又・三匹が斬る！ 【10.15映画「燃えよ剣」公開連動企画】

藤田まことの丹下左膳２ ～永遠の美剣士～】 14:20 旗本やくざ 剣客商売 手裏剣お秀 (映画)
 大江戸にニセ左膳出現！ 眠狂四郎 時代劇は死なず 大江戸喧嘩帳 #16 燃えよ剣

15:00 血を呼ぶ魔剣をめぐって 今日あって、 　ちゃんばら美学考 15:00 【北大路欣也劇場】
競う美女三人 明日なき命を生きる者 主演：西郷輝彦 主演：北大路欣也 宮本武蔵

主演：藤田まこと 主演：田村正和 出演：中島貞夫／山本千尋 主演：栗塚旭
15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:55 ４K版『仁義なき戦い』劇場のすべて 15:45 生活情報の時間 #7 15:45 ４K版『仁義なき戦い』劇場の作品紹介

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 宮本武蔵 歴史科学捜査班

【セレクション放送】
#31 #32 #33 #34 #35 #8 #13

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12部 大岡越前 第12部 大岡越前 第12部 大岡越前 第12部 大岡越前 第12部 ［新］　仕掛人　藤枝梅安 鬼平犯科帳５

#1 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#13 #14 #15 #16 #17 #6

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 主演：渡辺謙 18:00 【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 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 18:30 生活情報の時間
#90 #91 #92 #93 #94 18:45 ４K版『仁義なき戦い』劇場の作品紹介 #8

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 【特集・田村正和
名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 【生誕90年 カツライス劇場】 ～永遠の美剣士～】

(映画) ［解］　無明剣走る
#6 #7 #8 #9 #10 駿河遊侠傳　破れ鉄火

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
運命峠 運命峠 運命峠 運命峠 運命峠 主演：勝新太郎 主演：田村正和

#17 20:30
#15 #16 20:55 ４K版『仁義なき戦い』劇場のすべて #18 #19 藤田まことの丹下左膳１ 20:55 ４K版『仁義なき戦い』劇場のすべて

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 痛快!美女に弱いはぐれ剣士、 21:00
新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 将軍吉宗の江戸で 【10.15映画「燃えよ剣」公開連動企画】

#7 #9 巨悪を斬る！ 日曜邦画劇場ＳＰ
#6 21:55 10.15映画「燃えよ剣」3分でわかる新選組 #8 21:55 10.15映画「燃えよ剣」3分でわかる新選組 #10 (映画)

22:00 22:00 【華麗なる宝塚歌劇の 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00 【佐伯泰英劇場】 主演：藤田まこと 関ヶ原
世界～Season3～】 22:00［新］ 天下の副将軍 22:00 立花登青春手控え 密命　寒月霞斬り 22:15

（舞台）雪華抄 水戸光圀 徳川御三家の激闘 剣客商売１ 藤田まことの丹下左膳２
出演：明日海りお／花乃まりあ　ほか #1　主演：市川團十郎 #2 #7 #2  大江戸にニセ左膳出現！ 主演：岡田准一

23:00 ※前後解説付き 血を呼ぶ魔剣をめぐって
23:20 23:00 23:00 23:00 23:00 競う美女三人 ※前後解説付き

(映画) 【秋のグルメ映画まつり】 【秋のグルメ映画まつり】 (映画) 必殺スペシャル ゲスト:原田眞人監督
ひとり狼 (映画) (映画) 眠狂四郎 卍斬り 決定版！大奥、 主演：藤田まこと

0:00 武士の献立 みをつくし料理帖  春日野局の秘密  0:00
出演：松方弘樹／田村正和 主水、露天風呂で初仕事 歴史科学捜査班  0:15

主演：市川雷蔵 【セレクション放送】 長七郎江戸日記スペシャル
主演：上戸彩 主演：松本穂香  0:55 ４K版『仁義なき戦い』劇場のすべて #12 後の挑戦

1:00  1:00  1:00 主演：藤田まこと  1:00 さらば長七郎
新必殺仕置人  1:10 1:15 新必殺仕置人 よろずや平四郎活人剣

新必殺仕置人 新必殺仕置人  1:30 主演：里見浩太朗
#9 #12 新必殺仕置人 #7

2:00  2:00　［新］　ぬけまいる #10 #11  2:00  2:00  2:00
～女三人伊勢参り～ 2:05 2:15 ぬけまいる #13 よろずや平四郎活人剣 長七郎江戸日記スペシャル

#1 ぬけまいる ぬけまいる ～女三人伊勢参り～  2:30 長七郎の陰謀
主演：田中麗奈 ～女三人伊勢参り～ #2 ～女三人伊勢参り～ #4 ぬけまいる #8

3:00  3:00  3:00 #3  3:00 ～女三人伊勢参り～  3:00
インフォメーション インフォメーション 3:15 インフォメーション #5 よろずや平四郎活人剣 主演：里見浩太朗

インフォメーション  3:30
インフォメーション #9

 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】

【午後のスペシャルアワー】 【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。



時代劇専門チャンネル　2021年10月編成表

10/18(月) 10/19(火) 10/20(水) 10/21(木) 10/22(金) 10/23(土) 10/24(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

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 司馬遼太郎の功名が辻 旅がらす事件帖

#10 #11 #12 #13 #14 #7 #4
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 司馬遼太郎の功名が辻 旅がらす事件帖
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

#41 #42 #43 #44 #45 #8 #5
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00［終］  6:00

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 　司馬遼太郎の功名が辻 旅がらす事件帖

#13 #14 #15 #16 #17 #9 #6
7:00  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 遠山の金さんVS女ねずみ 宮本武蔵

#9 #10 #11 #12 #13 #13 #7
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

南町奉行事件帖 南町奉行事件帖 南町奉行事件帖 南町奉行事件帖 ［終］　南町奉行事件帖 遠山の金さんVS女ねずみ 宮本武蔵
怒れ！求馬 怒れ！求馬 怒れ！求馬 怒れ！求馬 怒れ！求馬

#9 #10 #11 #12 #13 #14 #8
9:00  9:00【特集・田村正和  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00　【鬼平クラシックス】

～永遠の美剣士～】 運命峠 運命峠 運命峠 運命峠 遠山の金さんVS女ねずみ 鬼平犯科帳'69
［新］　運命峠　#1
主演：田村正和 #2 #3 #4 #5 #15 #24

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 編笠十兵衛 ［終］　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 #5 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#67 #68 #69 #70 #71 10:50 #13

11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 編笠十兵衛 11:00 【池波正太郎劇場】
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 #6 剣客商売２

#24 #25 #26 #27 #28 11:45 生活情報の時間 #4
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

丹下左膳　#9 丹下左膳　#10 丹下左膳　#11 丹下左膳　#12 丹下左膳　#13 また又・三匹が斬る！ 必殺スペシャル
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 仕事人VS
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 #17 秘拳三日殺し軍団

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 　主水、競馬で大穴を狙う!?
鬼平犯科帳'69 13:00［新］ 天下の副将軍 13:00 立花登青春手控え 密命　寒月霞斬り また又・三匹が斬る！

水戸光圀 徳川御三家の激闘 剣客商売１ 主演：藤田まこと
#22 #1　主演：市川團十郎 #2 #7 #2 #18 13:45

14:00 14:00 【10.15映画「燃えよ剣」公開連動企画】

14:00 14:00【特集・田村正和 14:00 14:00 14:00 また又・三匹が斬る！ 日曜邦画劇場ＳＰ
藤田まことの丹下左膳３ ～永遠の美剣士～】 (映画) 【秋のグルメ映画まつり】 剣客商売　婚礼の夜 (映画)

 江戸城狙わる！ 眠狂四郎 国士無双 (映画) #19 関ヶ原
15:00 義賊暗闇小僧を追う  雪の夜に私を殺して！ 武士の献立 15:00 【北大路欣也劇場】

左膳と大岡越前 狂四郎を愛し続けた女 主演：北大路欣也 宮本武蔵
主演：藤田まこと 主演：田村正和 主演：中井貴一 #9 主演：岡田准一

15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 主演：上戸彩 15:55 ４K版『仁義なき戦い』劇場のすべて 15:55
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 宮本武蔵 ※前後解説付き

新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 16:10 新必殺仕置人 ゲスト:原田眞人監督
新必殺仕置人 #10

#36 #37 #38 #39 #40 16:50
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 宮本武蔵 17:00 【池波正太郎劇場】

大岡越前 第12部 大岡越前 第12部 大岡越前 第12部 17:05 大岡越前 第12部 鬼平犯科帳５
#19 大岡越前 第12部 #11 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#18 17:55 ４K版『仁義なき戦い』劇場のすべて #20 #21 #22 17:45 生活情報の時間 #7
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 【池波正太郎劇場】 18:00 【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 仕掛人　藤枝梅安 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　#98 暴れん坊将軍 #9

#95 #96 #97 18:55 ４K版『仁義なき戦い』劇場のすべて #99 #2 18:55 【特集・田村正和
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 ～永遠の美剣士～】

名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 仕掛人　藤枝梅安 (映画)
#3 子連れ狼

#11 #12 #13 #14 #15 19:55 ４K版『仁義なき戦い』劇場のすべて その小さき手に
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00

運命峠 ［終］　運命峠 ［新］　半七捕物帳 半七捕物帳 半七捕物帳 藤田まことの丹下左膳３
#1  江戸城狙わる！ 主演：田村正和

#20 #21 #2 #3 義賊暗闇小僧を追う
21:00 21:00 21:00 主演：里見浩太朗 21:00 21:00 左膳と大岡越前 21:00

新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 【10.15映画「燃えよ剣」公開連動企画】

#11 #14 主演：藤田まこと (映画)
21:55 10.15映画「燃えよ剣」3分でわかる新選組 #12 21:45 歴史を訪ねて 日本の城 中国・四国編2 #13 21:55 10.15映画「燃えよ剣」3分でわかる新選組 21:45 蜩ノ記

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】 藤田まことの丹下左膳４
【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00　天下の副将軍 22:00 ［終］　立花登青春手控え 密命　寒月霞斬り  彷徨う丑三つの花嫁

～Season3～】 水戸光圀 徳川御三家の激闘 剣客商売１ 江戸城に渦巻く大陰謀！ 出演：役所広司／岡田准一
（舞台） #2 #3 #8 #3

23:00 壬生義士伝 主演：藤田まこと
23:00 23:00 23:00 23:00 23:15

出演：望海風斗 日本犯科帳　隠密奉行 日本犯科帳　隠密奉行 日本犯科帳　隠密奉行 必殺スペシャル 23:30 長七郎江戸日記スペシャル
／真彩希帆 ほか 金沢篇 久留米篇 仕事人、京都へ行く (映画) 虫ケラ一匹なればこそ

0:00 ※前後解説付き 闇討人の謎の首領！ 時代劇は死なず  後の剣舞い
ゲスト:望海風斗 主演：萬屋錦之介 主演：萬屋錦之介 主演：萬屋錦之介 ちゃんばら美学考

 0:30　　歴史を訪ねて 主演：藤田まこと 主演：里見浩太朗
日本の城 九州・沖縄編  0:45 ４K版『仁義なき戦い』劇場の作品紹介 出演：中島貞夫／山本千尋

1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00［終］  1:00
新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 よろずや平四郎活人剣 ［解］　姫四郎流れ旅

#14 #15 #16 #17 #18 #10
2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00 主演：古谷一行

ぬけまいる ぬけまいる ［終］　ぬけまいる ［新］ 陰陽師☆安倍晴明 陰陽師☆安倍晴明 密偵
～女三人伊勢参り～ ～女三人伊勢参り～ ～女三人伊勢参り～ ～王都妖奇譚～　#1 ～王都妖奇譚～

#6 #7 #8 主演：三上博史 #2
3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00

インフォメーション 歴史科学捜査班 歴史科学捜査班 歴史科学捜査班 歴史科学捜査班 主演：天知茂 インフォメーション
【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】

 #6  #7  #8  #9
 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】

【午後のスペシャルアワー】

【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10月編成表

10/25(月) 10/26(火) 10/27(水) 10/28(木) 10/29(金) 10/30(土) 10/31(日)
4:00  4:00  4:00 （前日の続き）  4:00  4:00  4:00  4:00

大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 放送機器メンテナンスのため 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 ［新］　江戸の朝焼け 旅がらす事件帖
放送休止 #1

#15 #16 #17 #18 主演：沖雅也 #7
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 江戸の朝焼け 旅がらす事件帖
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍

#46 #47 #48 #49 #2 #8
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00　【北大路欣也劇場】

剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 剣客商売'73 江戸の朝焼け 宮本武蔵

#18 #19 #20 #21 #3 #9
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00

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 遠山の金さんVS女ねずみ 宮本武蔵

#14 #15 #16 #17 #18 #16 #10
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

歴史科学捜査班 【10.15映画「燃えよ剣」公開連動企画】 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 遠山の金さんVS女ねずみ 宮本武蔵
【セレクション放送】 ［新］　新選組血風録　#1

#7 主演：栗塚旭 #2 #3 #4 #17 #11
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00　【鬼平クラシックス】

運命峠 運命峠 運命峠 運命峠 運命峠 遠山の金さんVS女ねずみ 鬼平犯科帳'69

#6 #7 #8 #9 #10 #18 #25
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 編笠十兵衛 ［新］　鬼平犯科帳６
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 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#72 #73 #74 #75 #76 #7
11:00 11:00 11:00 11:00［終］ 11:00 11:00 11:00 #1

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 歴史科学捜査班 歴史科学捜査班 編笠十兵衛 11:15 【池波正太郎劇場】
【セレクション放送】 【セレクション放送】 剣客商売２

#29 #30 #31  #8  #9 #8
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 #5

丹下左膳　#14 丹下左膳　#15 丹下左膳　#16 丹下左膳　#17 丹下左膳　#18 また又・三匹が斬る！ 12:15
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 【生誕90年 カツライス劇場】
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 #20 (映画)

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［終］ 駿河遊侠傳　破れ鉄火
鬼平犯科帳'69 13:00　天下の副将軍 13:00 ［終］　立花登青春手控え 密命　寒月霞斬り また又・三匹が斬る！

水戸光圀 徳川御三家の激闘 剣客商売１ #21 主演：勝新太郎
#23 #2 #3 #8 #3 13:50 13:45 生活情報の時間

14:00 生活情報の時間 14:00
14:00 14:00【特集・田村正和 14:00 14:00 14:00　［新］　編笠十兵衛 14:05 【10.15映画「燃えよ剣」公開連動企画】

藤田まことの丹下左膳４ ～永遠の美剣士～】 (映画) 【秋のグルメ映画まつり】 #1　主演：村上弘明 前田正名－龍馬が託した男－ (映画)
 彷徨う丑三つの花嫁 (映画) 雑兵物語 (映画) 14:50 主演：迫田孝也 蜩ノ記

15:00 江戸城に渦巻く大陰謀！ 眠狂四郎 卍斬り みをつくし料理帖 編笠十兵衛 15:00 【北大路欣也劇場】
主演：勝新太郎 #2 宮本武蔵

主演：藤田まこと 出演：松方弘樹／田村正和 出演：役所広司／岡田准一
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 主演：松本穂香 15:45 生活情報の時間 #12

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
［終］　新必殺仕置人 ［新］　必殺からくり人 必殺からくり人 16:15 必殺からくり人 ［終］　宮本武蔵 16:15 生活情報の時間

富嶽百景殺し旅　#1 富嶽百景殺し旅 必殺からくり人 富嶽百景殺し旅 16:30　　歴史を訪ねて
#41 主演：山田五十鈴 #2 富嶽百景殺し旅 #4 #13 日本の城 北海道・東北編

17:00 17:00 17:00 17:00 #3 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12部 ［終］　大岡越前 第12部 ［新］　大岡越前 第13部 17:10 大岡越前 第13部 仕掛人　藤枝梅安 鬼平犯科帳５

#1 大岡越前 第13部 #4 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#23 #24 主演：加藤剛 #2 #3 17:50 #8

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 ［終］　仕掛人　藤枝梅安 18:00 【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 #5 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
#100 #101 #102 #103 #104 18:45 生活情報の時間 #10

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 チャンネル初放送！
名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 名奉行 遠山の金さん 第6部 魔境　殺生谷の秘密  【特集・田村正和

～永遠の美剣士～】
#16 #17 #18 #19 #20 樅ノ木は残った

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 主演：三船敏郎
半七捕物帳 半七捕物帳 半七捕物帳 半七捕物帳 半七捕物帳

主演：田村正和
#4 #5 #6 #7 #8

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 新選組血風録 【内野聖陽オールナイト！】 【10.15映画「燃えよ剣」公開連動企画】

#16 #18 スローな武士にしてくれ (映画)
#15 21:55 10.15映画「燃えよ剣」3分でわかる新選組 #17 21:55 10.15映画「燃えよ剣」3分でわかる新選組 #19 ～京都　撮影所ラプソディー～ 花よりもなほ

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】
【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00　天下の副将軍 22:00 夢ぞ見し 密命　寒月霞斬り

～Season3～】 水戸光圀 徳川御三家の激闘 剣客商売１ 主演：内野聖陽 主演：岡田准一
（舞台） #3 #4 主演:岩下志麻 #4

23:00 邪馬台国の風
23:00 23:00 23:00 23:00 23:05［新］　 23:15

出演：明日海りお／仙名彩世　ほか 眠狂四郎 眠狂四郎 素浪人無頼旅 素浪人無頼旅Ⅱ 忠臣蔵 その義その愛 徳川家康の秘宝
※前後解説付き 　恋しぐれ円月殺法！ 　江戸城に渦巻く陰謀！ #1　主演：内野聖陽

0:00  0:10 将軍家、 母よ、妻よ、女たちよ、  0:00
【10.15映画「燃えよ剣」公開連動企画】 若君乱心の謎を斬る！ 円月殺法、御照覧あれ！！ 忠臣蔵 その義その愛 主演：高嶋政宏

10.15映画「燃えよ剣」 主演：舘ひろし 主演：舘ひろし （現・髙嶋政宏）
公開記念特番 45分拡大SP 主演：田村正和 主演：田村正和 #2

1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00
新必殺仕置人 新必殺仕置人 新必殺仕置人 忠臣蔵 その義その愛

 1:30
#19 1：00 ～7：00（6時間） #20 新必殺仕置人 #22 #3  1:45

2:00  2:00 放送機器メンテナンスのため  2:00  2:00  2:00 旗本やくざ
陰陽師☆安倍晴明 放送休止 陰陽師☆安倍晴明 #21 (映画) 忠臣蔵 その義その愛 大江戸喧嘩帳
～王都妖奇譚～ ～王都妖奇譚～  2:30 ひとり狼

#3 #4 ［終］　陰陽師☆安倍晴明 #4 主演：西郷輝彦
3:00  3:00  3:00 ～王都妖奇譚～  3:00

インフォメーション インフォメーション #5 主演：市川雷蔵 インフォメーション
 3:30  3:30

インフォメーション インフォメーション
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【特選！日替り時代劇】

【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】

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。




