
時代劇専門チャンネル　2021年12月編成表

…
12/9(木)深夜2:00 ～12/10(金)7:00 (5時間)
放送機器メンテナンスのため、J:COMサービス（ch.502）停波

【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「日本映画専門チャンネル」の作品紹介
・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネルpresents「映画とドラマで知る太平洋戦争」のすべて
・(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
・(オリジナル番組) 「三屋清左衛門残日録 陽のあたる道」メイキング
・(オリジナル番組) はじめての「三屋清左衛門残日録」
・(オリジナル番組) メイキング・オブ・「殺すな」
・(オリジナル番組) 「殺すな」ナビ #1～＃3

・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
・ますおか増田＆はるな愛のおうちDEしあわせ便～お宝アイテム！試すよねぇ～
・インフォメーション

・12/5(日)10:00～18:00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。

・12/1(水)14:00 ～ ｢旗本退屈男」
・12/8(水)14:00 ～ ｢風車の浜吉捕物綴２―秘剣―｣

■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12月編成表

12/01(水) 12/02(木) 12/03(金) 12/04(土) 12/05(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 江戸の朝焼け 旅がらす事件帖
#14 #16 #21

主演：加藤剛 #15 #16 主演：沖雅也 主演：小林旭
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 江戸の朝焼け 旅がらす事件帖
暴れん坊将軍　#71 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍

主演：松平健 #72 #73 #17 #22
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

運命峠 運命峠 運命峠 江戸の朝焼け 旅がらす事件帖
#8 #18

主演：田村正和 #9 #10  6:55 はじめての「三屋清左衛門」 #23
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 【北大路欣也劇場】

大岡越前 第12部 大岡越前 第12部 大岡越前 第12部 金さんVS女ねずみ 幻十郎必殺剣
#11

#15 #16 #17 主演：松方弘樹 #7
8:00  8:00【ありがとう！千葉真一】  8:00  8:00  8:00  8:00 【北大路欣也劇場】

［新］　服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 金さんVS女ねずみ 幻十郎必殺剣
#1

主演：千葉真一 #2 #3 #12 #8
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【鬼平クラシックス】

半七捕物帳 半七捕物帳 半七捕物帳 金さんVS女ねずみ 鬼平犯科帳'69
#12 #14 #30

主演：里見浩太朗 #13  9:55 はじめての「三屋清左衛門」 #13 主演：初代 松本白鸚
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 剣客商売スペシャル 鬼平犯科帳６
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 母と娘と ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#98 #99 #100 #6　主演：中村吉右衛門
11:00 11:00［終］ 11:00 11:00 チャンネル初放送！ 主演：藤田まこと 11:00

名奉行 遠山の金さん 第6部 健さんに逢いたい 恋する、夢二 剣客商売２　#10
#23 ～映画俳優・高倉健  ～吉岡里帆がたどる 主演：藤田まこと

主演：松方弘樹 　歌の世界～ 竹久夢二、美人画の源流～ 11:45 生活情報の時間 11:55 はじめての「三屋清左衛門」

12:00 12:00　参上！天空剣士 12:00 12:00 12:00 【追悼・中村吉右衛門】
#15　主演：目黒祐樹 参上！天空剣士　#16 参上！天空剣士　#17 新・三匹が斬る！ 12:00　鬼平犯科帳１

12:30 12:30 12:30 #13 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
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 【ｾﾚｸｼｮﾝ放送】　＃1

13:00 【特選！日替り時代劇】 13:00 【新・藤沢周平劇場】 13:00 【佐伯泰英劇場】 13:00 13:00
13:00　　剣客商売１ 秘太刀　馬の骨 密命　寒月霞斬り 新・三匹が斬る！ 鬼平犯科帳１

#8 #4 #8 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
主演：藤田まこと 主演：内野聖陽 主演：榎木孝明 #14 【ｾﾚｸｼｮﾝ放送】　＃5

14:00 14:00 14:00　鬼平犯科帳１
14:00 14:00 14:00　編笠十兵衛　#11 新・三匹が斬る！ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

［解］　旗本退屈男 吉原裏同心 主演：村上弘明 【ｾﾚｸｼｮﾝ放送】　＃16
～新春吉原の大火～ 14:50 #15 14:55

15:00 ［終］　編笠十兵衛 15:00 【北大路欣也劇場】 鬼平犯科帳１
主演：平幹二朗 主演：小出恵介 #12 ［終］　幻十郎必殺剣 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

15:40 生活情報の時間 #9 【ｾﾚｸｼｮﾝ放送】　＃19
15:45 生活情報の時間 15:55 はじめての「三屋清左衛門」 15:45 生活情報の時間 主演：北大路欣也 15:50

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00「三屋清左衛門残日録 鬼平犯科帳３
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 陽のあたる道」メイキング ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

必殺商売人　#13 必殺商売人 必殺商売人 16:30 【ｾﾚｸｼｮﾝ放送】　＃19
主演：藤田まこと #14 #15 日本映画専門CHの作品紹介 16:45 生活情報の時間

17:00 17:00［終］ 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13部 ［新］　大岡越前 第14部 大岡越前 第14部 剣客商売スペシャル ［終］　鬼平犯科帳５

#26 #1 女用心棒 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
17:55 はじめての「三屋清左衛門」 主演：加藤剛 #2 #13　主演：中村吉右衛門

18:00 18:00 18:00 18:00 主演：藤田まこと 18:00
吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 剣客商売２

暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 #5
#127 #128 #129 18:45 生活情報の時間 主演：藤田まこと

19:00 19:00 19:00［終］　 19:00［新］ 19:00 19:00 チャンネル初放送！
名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部 遠山の金さんVS女ねずみ 【映画・水戸黄門劇場】  【北大路欣也映画祭】

#1 （映画） （映画）
#20 #21 主演：松方弘樹 水戸黄門(1978) 富士に立つ影

20:00 20:00 20:00 20:00
旅人異三郎　#12 旅人異三郎 旅人異三郎 主演：東野英治郎 出演：市川右太衛門
主演：杉良太郎 ／北大路欣也

20:55 「太平洋戦争」のすべて #13 #14 20:45 チャンネル初放送！ 20:55 はじめての「三屋清左衛門」

21:00 21:00 21:00 21:00 西本幸雄の水戸黄門 21:00
【ありがとう！千葉真一】 服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 21:15 はじめての「三屋清左衛門」 （映画）

服部半蔵　影の軍団 21:20 里見八犬伝
#16 #17 #18 医師　問題無ノ介 ＜4Kデジタル修復版＞

22:00 【特選！日替り時代劇】 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00 【佐伯泰英劇場】
22:00 秘太刀　馬の骨 ［終］　密命　寒月霞斬り 出演：薬師丸ひろ子／真田広之

剣客商売１ 主演：杉良太郎
#9 #5 #9

23:00
23:00 23:00 23:00 23:15

(映画) 忠臣蔵うら話 必殺スペシャル 23:30
眠狂四郎勝負 仲蔵狂乱 勢ぞろい仕事人！ 医師　問題無ノ介２ 素浪人罷り通る

0:00 春雨じゃ、悪人退治
主演：市川新之助

主演：市川雷蔵 (現･市川海老蔵) 主演：杉良太郎 主演：三船敏郎
主演：藤田まこと

1:00  1:00  1:00  1:00  1:00
必殺からくり人 必殺からくり人 必殺からくり人 ［新］　子連れ狼１

富嶽百景殺し旅　#3 富嶽百景殺し旅 富嶽百景殺し旅 #1  1:30
主演：山田五十鈴 #4 #5 主演：萬屋錦之介 素浪人罷り通る

2:00  2:00  2:00  2:00  2:00 暁の死闘
ちかえもん ちかえもん ちかえもん 子連れ狼１

#5 主演：三船敏郎
主演：青木崇高 #6 #7 #2

3:00  3:00「三屋清左衛門残日録  3:00「三屋清左衛門残日録  3:00「三屋清左衛門残日録  3:00
陽のあたる道」メイキング 陽のあたる道」メイキング 陽のあたる道」メイキング 子連れ狼１
 3:30  3:30  3:30  3:30「三屋清左衛門残日録

インフォメーション インフォメーション インフォメーション #3 陽のあたる道」メイキング
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【午後のスペシャルアワー】

【時代劇プレミアム23】

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12月編成表

12/06(月) 12/07(火) 12/08(水) 12/09(木) 12/10(金) 12/11(土) 12/12(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00 （前日の続き）  4:00  4:00

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 江戸の朝焼け 旅がらす事件帖
主演：星野知子

#17 #18 #19 #20 #19 #24
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  5:20 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 奉行暗殺始末

#74 #75 #76 #77 #20 #25
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

運命峠 運命峠 運命峠 運命峠 主演：林与一 江戸の朝焼け ［終］　旅がらす事件帖

#11 #12 #13 #14 #21 #26
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 金さんVS女ねずみ ［終］　幻十郎必殺剣

#18 #19 #20 #21 #22 #14 #9
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 金さんVS女ねずみ （映画）高瀬舟
#4 主演：前田吟

 8:55 はじめての「三屋清左衛門」 #5 #6 #7 #8 #15  8:55 はじめての「三屋清左衛門」

9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【鬼平クラシックス】
半七捕物帳 半七捕物帳 半七捕物帳 半七捕物帳 ［終］　半七捕物帳 金さんVS女ねずみ 鬼平犯科帳'69

#15 #16 #17 #18 #19 #16 #31
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 剣客商売スペシャル 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　#105 決闘・高田の馬場 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#101 #102 #103 #104 10:55 はじめての「三屋清左衛門」 #7
11:00 11:00［新］ 11:00 11:00 11:00 11:00 主演：藤田まこと 11:00 【池波正太郎劇場】

名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部 ［終］　剣客商売２
#1

主演：松方弘樹 #2 #3 #4 #5 11:45 生活情報の時間 #11
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

参上！天空剣士　#18 参上！天空剣士　#19 参上！天空剣士　#20 参上！天空剣士　#21 参上！天空剣士　#22 新・三匹が斬る！ （映画）
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 水戸黄門海を渡る
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 #16

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 出演：長谷川一夫／
鬼平犯科帳'69 13:00　天下の副将軍 13:00 秘太刀　馬の骨 ［終］　密命　寒月霞斬り 新・三匹が斬る！ 市川雷蔵／勝新太郎

#29 水戸光圀 徳川御三家の激闘 剣客商売１　#9
主演：初代 松本白鸚 #8　主演：市川團十郎 13:55 はじめての「三屋清左衛門」 #5 #9 #17 13:45 生活情報の時間

14:00 14:00 14:00
14:00 14:00 14:00［解］ 14:00 14:00 新・三匹が斬る！ 健さんに逢いたい

（映画） 音なし源　さの字殺し 風車の浜吉捕物綴２ 御鑓拝借 剣客商売スペシャル ～映画俳優・高倉健
あかね空 —秘剣— ～酔いどれ小籐次留書～ 助太刀 #18 　歌の世界～

15:00 15:00 【北大路欣也劇場】 15:00
主演：中村梅之助 主演：平幹二朗 主演：竹中直人 主演：藤田まこと 幻十郎必殺剣スペシャル 医師　問題無ノ介

主演：内野聖陽 15:40 生活情報の時間 　死神復活
15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:55「太平洋戦争」のすべて 15:45 生活情報の時間

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 主演：杉良太郎
16:05 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 主演：北大路欣也

江戸プロフェッショナル 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　#16 #17 #18 #19 #20 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 17:00 【池波正太郎劇場】 17:00 【池波正太郎劇場】
大岡越前 第14部 大岡越前 第14部 大岡越前 第14部 大岡越前 第14部 大岡越前 第14部 剣客商売スペシャル ［新］　鬼平犯科帳６

春の嵐 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#3 #4 #5 #6 #7 #1

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 主演：藤田まこと 主演：中村吉右衛門
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 18:20

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
#130 #131 #132 #133 #134 18:55 はじめての「三屋清左衛門」

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 #6
遠山の金さんVS女ねずみ 遠山の金さんVS女ねずみ 遠山の金さんVS女ねずみ 遠山の金さんVS女ねずみ 遠山の金さんVS女ねずみ 【映画・水戸黄門劇場】 19:20 チャンネル初放送！

#5 （映画）  【北大路欣也映画祭】
#2 #3 #4 19:55 はじめての「三屋清左衛門」 #6 水戸黄門　天下の副将軍 （映画）

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 少年三国志
旅人異三郎 旅人異三郎 旅人異三郎 旅人異三郎 旅人異三郎 （第一部・第二部）

主演：月形龍之介
#15 #16 #17 #18 #19 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 21:00 主演：北大路欣也
服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 【3週連続「忠臣蔵」祭り】

#19 （映画） 21:30「三屋清左衛門残日録
21:55 4K版『仁義なき戦い』劇場のすべて #20 #21 #22 #23 忠臣蔵　花の巻・雪の巻 陽のあたる道」メイキング

22:00 22:00 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 22:00 ［終］　秘太刀　馬の骨 ［新］　陽炎の辻 必殺スペシャル

～Season3～】 天下の副将軍 水戸光圀 ［終］　剣客商売１ ～居眠り磐音 江戸双紙～ 仕事人ＶＳ仕事人
（舞台） 徳川御三家の激闘　#9 #10 #6 #1　主演：山本耕史  徳川内閣大ゆれ！

23:00 花の業平 主水にマドンナ
 －忍ぶの乱れ－ 23:00 23:00 23:00 23:00

出演：稔幸／星奈優里 ほか 暗殺指令 （映画） BLACKFOX: 必殺スペシャル 主演：初代 松本白鸚 主演：藤田まこと
※前後解説付き 「座頭市(1989) Age of the Ninja 仕事人VSオール江戸警察 23:45

0:00 勝新太郎ﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞｶｯﾄ」 素浪人罷り通る
 0:10 主演：高橋英樹 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ 　血煙の宿

かあちゃん 主演：山本千尋 主演：藤田まこと
主演：市原悦子  0:55 はじめての「三屋清左衛門」 主演：勝新太郎  0:45 日本映画専門CHの作品紹介

1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00 主演：三船敏郎
必殺からくり人 必殺からくり人  1:10 必殺からくり人 必殺からくり人 子連れ狼１

富嶽百景殺し旅 富嶽百景殺し旅 必殺からくり人 富嶽百景殺し旅 富嶽百景殺し旅
#6 #7 富嶽百景殺し旅　#8 #9 #10 #4  1:45

2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00 素浪人罷り通る
［終］　ちかえもん ［新］　刺客請負人 刺客請負人 ビートたけしの痛快時代劇　 刺客請負人 子連れ狼１ 去るも地獄　残るも地獄

#1 なめくじ長屋捕物さわぎ
#8 主演：村上弘明 #3 #5 #5

3:00  3:00「三屋清左衛門残日録  3:00  3:00 主演：ビートたけし  3:00  3:00 主演：三船敏郎
陽のあたる道」メイキング 刺客請負人 刺客請負人 刺客請負人 子連れ狼１
 3:30  3:40  3:30

インフォメーション #2 #4 大奥犯科帳 #6 #6 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】

【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12月編成表

12/13(月) 12/14(火) 12/15(水) 12/16(木) 12/17(金) 12/18(土) 12/19(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

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 江戸の朝焼け ［新］　テンペスト
#1

#21 #22 #23 #24 #25 #22 主演：仲間由紀恵
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 江戸の朝焼け  5:20
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 テンペスト

#78 #79 #80 #81 #82 #23 #2
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

運命峠 運命峠 運命峠 運命峠 運命峠 江戸の朝焼け  6:10
テンペスト

#15 #16 #17 #18 #19 #24 #3
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12部 ［終］　大岡越前 第12部 ［新］　大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 金さんVS女ねずみ 幻十郎必殺剣スペシャル
#1 #3 　死神復活

#23 #24 主演：加藤剛 #2  7:55 はじめての「三屋清左衛門」 #17
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 金さんVS女ねずみ 主演：北大路欣也
#9 #11  8:40 はじめての「三屋清左衛門」

 8:55 はじめての「三屋清左衛門」 #10 8:55  4K版『仁義なき戦い』劇場のすべて #12 #13 #18  8:45 日本映画専門CHの作品紹介

9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【鬼平クラシックス】
［新］　旅人異三郎 旅人異三郎 旅人異三郎 旅人異三郎 旅人異三郎 金さんVS女ねずみ 鬼平犯科帳'69

#1 #19
主演：杉良太郎 #2 #3 #4 #5  9:55 はじめての「三屋清左衛門」 #32

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 剣客商売スペシャル 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 女用心棒 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#106 #107 #108 #109 #110 #8

11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 主演：藤田まこと 11:00 【池波正太郎劇場】
名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部 ［新］　剣客商売３

#1
#6 #7 #8 #9 #10 11:45 生活情報の時間 主演：藤田まこと

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00［終］ 12:00［新］　妖術武芸帳　#1 12:00 12:00
参上！天空剣士　#23 参上！天空剣士　#24 参上！天空剣士　#25 参上！天空剣士　#26 主演:佐々木功(現・ささきいさお) 新・三匹が斬る！ 必殺スペシャル

12:30 12:30 12:30 12:30 12:30　ますおか増田＆ 大暴れ仕事人！
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 はるな愛のおうちＤＥしあわせ便 #19  横浜異人屋敷の決闘

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 13:00 ［終］　秘太刀　馬の骨 ［新］　陽炎の辻 新・三匹が斬る！

天下の副将軍 水戸光圀 ［終］　剣客商売１ #6 ～居眠り磐音 江戸双紙～
#30 徳川御三家の激闘　#9 #10 13:55 はじめての「三屋清左衛門」 #1　主演：山本耕史 #20 主演：藤田まこと

14:00
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00

素浪人無頼旅 素浪人無頼旅Ⅱ （映画） 【映画・水戸黄門劇場】 剣客商売スペシャル メイキング・オブ・「殺すな」 14:30 生活情報の時間
太秦ライムライト （映画） 母と娘と 14:55はじめての「三屋清左衛門」 14:45

15:00 水戸黄門(1978) 15:00 【北大路欣也劇場】 医師　問題無ノ介２
主演：舘ひろし 主演：舘ひろし 主演：藤田まこと CH初！［新］　子連れ狼

主演：福本清三 主演：東野英治郎 #1　主演：北大路欣也
15:45 生活情報の時間 15:55 はじめての「三屋清左衛門」 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:50 主演：杉良太郎

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 子連れ狼
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 #2

16:30「三屋清左衛門残日録 必殺商売人 必殺商売人 必殺商売人 必殺商売人 16:30「三屋清左衛門残日録
陽のあたる道」メイキング #21 #22 #23 #24 16:45 生活情報の時間 陽のあたる道」メイキング

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14部 大岡越前 第14部 大岡越前 第14部 大岡越前 第14部 大岡越前 第14部 剣客商売スペシャル 鬼平犯科帳６

#9 道場破り ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#8 17:55 はじめての「三屋清左衛門」 #10 #11 #12 #2

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 主演：藤田まこと 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２

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
#135 #136 #137 #138 #139 #7

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
遠山の金さんVS女ねずみ 遠山の金さんVS女ねずみ 遠山の金さんVS女ねずみ 遠山の金さんVS女ねずみ 遠山の金さんVS女ねずみ 乾いて候（1993） 寛永風雲録

激突！
#7 #8 #9 #10 #11 知恵伊豆対由比正雪

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 主演：田村正和
旅人異三郎 旅人異三郎 旅人異三郎 旅人異三郎 旅人異三郎

#23
#20 #21 #22 20:55 はじめての「三屋清左衛門」 #24 20:55 はじめての「三屋清左衛門」

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00［終］ 21:00 21:00 主演：里見浩太朗
服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 【ありがとう！千葉真一】 【3週連続「忠臣蔵」祭り】

［新］　柳生一族の陰謀 （映画）
#24 #25 #26 #27 #1　主演：千葉真一 赤穂城断絶

22:00 22:00 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 22:00 ［新］　藤沢周平の 陽炎の辻 令和の談志

～Season3～】 天下の副将軍 水戸光圀 ［新］　剣客商売２　#1 人情しぐれ町　#1 ～居眠り磐音 江戸双紙～ 主演：萬屋錦之介 ～没後１０年立川談志傑作選～

（舞台） 徳川御三家の激闘　#10 主演：藤田まこと 主演：萩原健一 #2 「権兵衛狸」
23:00 風の次郎吉 「芝浜」

 －大江戸夜飛翔－ 23:00 23:00 23:00 23:00 チャンネル初放送！
（映画） （映画）決闘高田の馬場 （映画） （映画）

出演：北翔海莉 雄呂血 主演：阪東妻三郎 忠臣蔵　天の巻・地の巻 かくて神風は吹く
0:00 ／仙名彩世　ほか 主演：阪東妻三郎  0:00  0:00　チャンネル初放送！  0:00

弁士：澤登翠 へそ曲がり新左 恋する、夢二 素浪人罷り通る
※前後解説付き 0:30 チャンネル初放送！ 主演：阪東妻三郎 主演：阪東妻三郎  ～吉岡里帆がたどる 涙に消えた三日極楽
ゲスト:北翔海莉 西本幸雄の水戸黄門 主演：菅原文太  0:55 はじめての「三屋清左衛門」 竹久夢二、美人画の源流～

1:00  1:00  1:00  1:00  1:00［新］  1:00 主演：三船敏郎
 1:15 必殺からくり人 必殺からくり人 ［終］　必殺からくり人 江戸プロフェッショナル　 子連れ狼１

必殺からくり人 富嶽百景殺し旅 富嶽百景殺し旅 富嶽百景殺し旅 必殺商売人　#1
富嶽百景殺し旅　#11 #12 #13 #14 主演：藤田まこと #7

2:00  2:05  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00
刺客請負人 ［終］　刺客請負人 ［新］　刺客請負人2 刺客請負人2 刺客請負人2 子連れ狼１ 素浪人罷り通る

#9 #1 矢立峠に裏切りを見た
#7 主演：村上弘明 #3 #5 #8

3:00  3:00  3:00「三屋清左衛門残日録  3:00  3:00  3:00  3:00 主演：三船敏郎
刺客請負人 陽のあたる道」メイキング 刺客請負人2 刺客請負人2 刺客請負人2 子連れ狼１

#8  3:30 日本映画専門CHの作品紹介 #2 #4 #6
 3:57 日本映画放送株式会社　番組審議委員会  3:57 日本映画放送株式会社　番組審議委員会  3:57 日本映画放送株式会社　番組審議委員会  3:57 日本映画放送株式会社　番組審議委員会  3:57 日本映画放送株式会社　番組審議委員会 #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　生誕120年 剣戟王･阪東妻三郎の軌跡】

【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12月編成表

12/20(月) 12/21(火) 12/22(水) 12/23(木) 12/24(金) 12/25(土) 12/26(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

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 江戸の朝焼け テンペスト
#1

#26 #27 主演：加藤剛 #2 #3 #25 #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 江戸の朝焼け テンペスト
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　#87

#83 #84 #85 #86  5:55 はじめての「三屋清左衛門」 #26 #5
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

運命峠 ［終］　運命峠 ［新］　半七捕物帳 半七捕物帳 半七捕物帳 江戸の朝焼け テンペスト
#20

 6:55 はじめての「三屋清左衛門」 #21 #1 #2 #3 #27 #6
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 7:00 チャンネル初放送！

大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 主演：里見浩太朗 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 金さんVS女ねずみ 【北大路欣也劇場】
［新］　子連れ狼　#1

#4 #5  7:55 はじめての「三屋清左衛門」 #6 #7 #20 主演：北大路欣也
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00 8:00

服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団 金さんVS女ねずみ 子連れ狼
#15 #16 #2

#14  8:55 「太平洋戦争」のすべて  8:55 「殺すな」ナビ #3 #17 #18 #21
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【鬼平クラシックス】

旅人異三郎 旅人異三郎 旅人異三郎 旅人異三郎 旅人異三郎 ［終］　金さんVS女ねずみ 鬼平犯科帳'69
#33

#6 #7 #8 #9 #10 #22  9:55 はじめての「三屋清左衛門」

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 剣客商売スペシャル 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 春の嵐 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#111 #112 #113 #114 #115 #9

11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 主演：藤田まこと
名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部

11:30 【池波正太郎劇場】
#11 #12 #13 #14 #15 11:45 生活情報の時間 剣客商売３

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
妖術武芸帳　#2 妖術武芸帳　#3 妖術武芸帳　#4 妖術武芸帳　#5 妖術武芸帳　#6 新・三匹が斬る！ #2

12:30　ますおか増田＆ 12:30 12:30 12:30 12:30　ますおか増田＆ 12:30「三屋清左衛門残日録
はるな愛のおうち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 はるな愛のおうちＤＥしあわせ便 #21 陽のあたる道」メイキング

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 13:00
鬼平犯科帳'69 13:00 13:00 ［新］　藤沢周平の 陽炎の辻～居眠り磐音 ［終］　新・三匹が斬る！ 【3週連続「忠臣蔵」祭り】

天下の副将軍 水戸光圀 ［新］　剣客商売２　#1 人情しぐれ町　#1 江戸双紙～　#2 （映画）
#31 徳川御三家の激闘　#10 主演：藤田まこと 主演：萩原健一 13:55 はじめての「三屋清左衛門」 #22 忠臣蔵　花の巻・雪の巻

14:00
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
ビートたけしの痛快時代劇　 幕末青春グラフィティ 御用船炎上 【映画・水戸黄門劇場】 剣客商売スペシャル 14:30「三屋清左衛門残日録
なめくじ長屋捕物さわぎ 坂本竜馬 （映画） 決闘・高田の馬場 陽のあたる道」メイキング

15:00 水戸黄門　天下の副将軍 15:00 【北大路欣也劇場】
主演：ビートたけし 主演：武田鉄矢 主演：竹脇無我 主演：藤田まこと 子連れ狼

主演：月形龍之介 #3 主演：初代 松本白鸚
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 15:50

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 子連れ狼
江戸プロフェッショナル ［終］　江戸プロフェッショナル ［新］　必殺仕事人Ⅴ旋風編 必殺仕事人Ⅴ旋風編 必殺仕事人Ⅴ旋風編 #4

必殺商売人 必殺商売人 #1 #3
#25 #26 主演：藤田まこと #2 16:55 4K版『仁義なき戦い』劇場のすべて 16:55 はじめての「三屋清左衛門」 16:45 生活情報の時間

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14部 大岡越前 第14部 大岡越前 第14部 大岡越前 第14部 大岡越前 第14部 仕掛人　藤枝梅安 鬼平犯科帳６

#16 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#13 #14 #15 17:55 はじめての「三屋清左衛門」 #17 #3

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 主演：岸谷五朗 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２

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
#140 #141 #142 #143 #144 18:45 生活情報の時間 #8

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
遠山の金さんVS女ねずみ 遠山の金さんVS女ねずみ 遠山の金さんVS女ねずみ 遠山の金さんVS女ねずみ 遠山の金さんVS女ねずみ 暗殺指令 （映画）

#12 あかね空
19:55 はじめての「三屋清左衛門」 #13 #14 #15 #16

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 主演：高橋英樹
旅人異三郎 ［終］　旅人異三郎 ［新］　江戸の激斗 江戸の激斗 江戸の激斗 主演：内野聖陽

#1
#25 #26 主演：小林桂樹 #2 #3 20:45 日本映画専門CHの作品紹介

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:10
柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 【3週連続「忠臣蔵」祭り】 藤田まことの丹下左膳１

#2 #3 （映画） 痛快!美女に弱いはぐれ剣士、

21:55 「殺すな」ナビ #1 21:55 はじめての「三屋清左衛門」 #4 #5 #6 忠臣蔵　天の巻・地の巻 将軍吉宗の江戸で
22:00 22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00 【佐伯泰英劇場】 巨悪を斬る！

22:00 22:00 藤沢周平の人情しぐれ町 陽炎の辻
影武者　織田信長 天下の副将軍 水戸光圀 剣客商売２　#2 ～居眠り磐音 江戸双紙～ 主演：阪東妻三郎 主演：藤田まこと

徳川御三家の激闘　#11 22:55 はじめての「三屋清左衛門」 #2 #3 22:55「殺すな」ナビ #2
23:00 23:00 23:00

主演：藤田まこと 23:00 23:00 23:00 チャンネル初放送！ 23:00 チャンネル初放送！ （映画） 藤田まことの丹下左膳２
（映画） 必殺スペシャル  【北大路欣也映画祭】  【北大路欣也映画祭】 太秦ライムライト  大江戸にニセ左膳出現！

水戸黄門海を渡る 必殺忠臣蔵 （映画） （映画） 血を呼ぶ魔剣をめぐって
0:00 富士に立つ影 少年三国志 競う美女三人

出演：市川右太衛門 （第一部・第二部） 主演：福本清三
 0:30「三屋清左衛門残日録 出演：長谷川一夫／ 主演：藤田まこと ／北大路欣也 主演：藤田まこと
陽のあたる道」メイキング 市川雷蔵／勝新太郎  0:55 はじめての「三屋清左衛門」 主演：北大路欣也  0:55  「殺すな」ナビ #3

1:00  1:00  1:00  1:00  1:00［新］（アニメ）  1:00　（アニメ）
江戸プロフェッショナル 江戸プロフェッショナル  1:25 江戸プロフェッショナル  1:10 「ゴールデンカムイ」第一期　#1 「ゴールデンカムイ」第一期　#7

必殺商売人 必殺商売人　#3 江戸プロフェッショナル 必殺商売人 江戸プロフェッショナル  1:30　（アニメ）  1:30　（アニメ）
#2  1:55 「殺すな」ナビ #2 必殺商売人 #5 必殺商売人 「ゴールデンカムイ」第一期　#2 「ゴールデンカムイ」第一期　#8

2:00  2:00  2:00 #4  2:00 #6  2:00　（アニメ）  2:00　（アニメ）
刺客請負人2 刺客請負人2  2:15 怪猫佐賀騒動  2:10 「ゴールデンカムイ」第一期　#3 「ゴールデンカムイ」第一期　#9

［終］　刺客請負人2 怪猫有馬御殿  2:30　（アニメ）  2:30　（アニメ）
#7 #9 #11 「ゴールデンカムイ」第一期　#4 「ゴールデンカムイ」第一期　#10

3:00  3:00  3:00  3:05「三屋清左衛門残日録 主演：池玲子  3:00　（アニメ）  3:00　（アニメ）
刺客請負人2 刺客請負人2 陽のあたる道」メイキング 主演：岡田奈々 「ゴールデンカムイ」第一期　#5 「ゴールデンカムイ」第一期　#11

#8  3:30  3:30　（アニメ）  3:30［終］　（アニメ）
#10 メイキング・オブ・「殺すな」  3:55  「殺すな」ナビ #1 「ゴールデンカムイ」第一期　#6 「ゴールデンカムイ」第一期　#12

 4:00  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】

【時代劇プレミアム23】

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12月編成表

12/27(月) 12/28(火) 12/29(水) 12/30(木) 12/31(金)
4:00  4:00  4:00

大岡越前 第11部 大岡越前 第11部 4:00［新］　まっつぐ  4:00　　　まっつぐ  4:00　　　まっつぐ
～鎌倉河岸捕物控～ ～鎌倉河岸捕物控～　#3 ～鎌倉河岸捕物控～　#6

#4 #5 #1  4:40　　　まっつぐ  4:40　　　まっつぐ
5:00  5:00  5:00 主演：橘慶太 ～鎌倉河岸捕物控～　#4 ～鎌倉河岸捕物控～　#7

吉宗評判記 吉宗評判記  5:20  5:20  5:20
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 まっつぐ まっつぐ まっつぐ

#88 #89 ～鎌倉河岸捕物控～　#2 ～鎌倉河岸捕物控～　#5 ～鎌倉河岸捕物控～　#8
6:00  6:00  6:00

半七捕物帳 半七捕物帳  6:00  6:00  6:00 チャンネル初放送！
#5 （映画） （映画） （映画）

#4  6:55 はじめての「三屋清左衛門」 雄呂血 忠臣蔵　天の巻・地の巻 かくて神風は吹く
7:00  7:00  7:00 主演：阪東妻三郎  

大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 弁士：澤登翠  主演：阪東妻三郎
 7:30 主演：阪東妻三郎

#8 #9 （映画）決闘高田の馬場  7:55  「殺すな」ナビ #3  7:55 はじめての「三屋清左衛門」

8:00  8:00  8:00 主演：阪東妻三郎
服部半蔵　影の軍団 服部半蔵　影の軍団  8:30 はじめての「三屋清左衛門」  8:00  8:00

#19 【松方弘樹「遠山の金さん」SP ｾﾚｸｼｮﾝ】 名奉行 遠山の金さん 名奉行  遠山の金さん
 8:55  「殺すな」ナビ #1 #20  8:35 江戸は燃えているか！  美女の陰謀！

9:00  9:00  9:00 名奉行  遠山の金さん 加賀百万石の陰謀 関八州あばれ旅
旅人異三郎 旅人異三郎 江戸城転覆！

 覗かれた赤毛の女 主演：松方弘樹 主演：松方弘樹
#11 #12 主演：松方弘樹  9:55 はじめての「三屋清左衛門」  9:55 はじめての「三屋清左衛門」

10:00 10:00 10:00
吉宗評判記 吉宗評判記 10:00 10:00 10:00

暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 五稜郭　第一部 勝海舟　第一部 奇兵隊　第一部
#116 #117 「江戸 後の日」 　日本よーそろ  京洛の花に舞う

11:00 11:00 11:00 ―男たちの選択― ―サムライ太平洋を渡る―  ―決起の章― 
名奉行 遠山の金さん 第7部 名奉行 遠山の金さん 第7部

#17
#16 11:55 はじめての「三屋清左衛門」 主演：里見浩太朗 主演：田村正和 主演：松平健

12:00 12:00 12:00
妖術武芸帳　#7 妖術武芸帳　#8 12:25 「殺すな」ナビ #1

12:30　ますおか増田＆ 12:30 12:30 12:30 12:30「三屋清左衛門残日録
はるな愛のおうち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 陽のあたる道」メイキング

13:00 13:00 【鬼平クラシックス】 【特選！日替り時代劇】 13:00 13:00 13:00
鬼平犯科帳'69 13:00 五稜郭　第二部 勝海舟　第二部 奇兵隊 第二部

天下の副将軍 水戸光圀 「幻の蝦夷共和国」 幕臣残照 四境ことごとく敵
#32 徳川御三家の激闘　#11 ―箱館戦争― ―咸臨丸は沈まず― ―回天の章― 

14:00
14:00 14:00

（映画） 奉行暗殺始末
伊賀忍法帖

15:00   主演：里見浩太朗 主演：田村正和 主演：松平健
主演：真田広之 主演：林与一

15:40 生活情報の時間 15:30「三屋清左衛門残日録
15:45 生活情報の時間 15:55 「殺すな」ナビ #2 陽のあたる道」メイキング 15:55 はじめての「三屋清左衛門」 15:55 はじめての「三屋清左衛門」

16:00 16:00 16:00 16:00【ありがとう!千葉真一ｾﾚｸｼｮﾝ】 16:00 16:00
必殺仕事人Ⅴ旋風編 必殺仕事人Ⅴ旋風編 柳生一族の陰謀 【特集・田村正和 【「忠臣蔵」大作映画

#4 【セレクション放送】　#1 ～永遠の美剣士～ｱﾝｺｰﾙ】 2作連続放送】
16:55 はじめての「三屋清左衛門」 #5 16:55 はじめての「三屋清左衛門」 乾いて候（1993） （映画）

17:00 17:00 17:00 17:00 忠臣蔵　花の巻・雪の巻
大岡越前 第14部 大岡越前 第14部 服部半蔵　影の軍団 主演：田村正和

【セレクション放送】
#18 #19 #20

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
吉宗評判記 吉宗評判記 健さんに逢いたい 樅ノ木は残った

暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 ～映画俳優・高倉健 主演：初代 松本白鸚
#145 #146 　歌の世界～  

19:00 19:00 19:00 19:00 主演：田村正和
遠山の金さんVS女ねずみ 遠山の金さんVS女ねずみ （映画） 19:35 はじめての「三屋清左衛門」

里見八犬伝 19:40
#17 #18 ＜4Kデジタル修復版＞ （映画）

20:00 20:00 20:00  20:00 赤穂城断絶
江戸の激斗 江戸の激斗 出演：薬師丸ひろ子／真田広之 眠狂四郎

#4 　江戸城に渦巻く陰謀！  
20:55 はじめての「三屋清左衛門」 #5  母よ、妻よ、女たちよ、

21:00 21:00 21:00 円月殺法、御照覧あれ！！ 主演：萬屋錦之介
柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀

21:30 主演：田村正和
#7 #8 メイキング・オブ・「殺すな」 21:55 はじめての「三屋清左衛門」

22:00 22:00 【特選！日替り時代劇】 22:00 22:00
22:00 【華麗なる宝塚歌劇の世界 【華麗なる宝塚歌劇の世界

寛永風雲録 天下の副将軍 水戸光圀 ～Season3～ｱﾝｺｰﾙ】 ～Season3～ｱﾝｺｰﾙ】 22:30
激突！ 徳川御三家の激闘　#12 （舞台） （舞台） 【ｱﾝｺｰﾙ！生誕90年

23:00 知恵伊豆対由比正雪 【時代劇プレミアム23】 邪馬台国の風 紫子 ｶﾂﾗｲｽ劇場～4Kｾﾚｸｼｮﾝ～】

23:00  －とりかえばや異聞－ （映画）
大奥犯科帳 出演：明日海りお  出演：霧矢大夢 薄桜記

／仙名彩世　ほか ／蒼乃夕妃 ほか ＜4Kデジタル修復版＞
0:00 主演：里見浩太朗  ※前後解説付き ※前後解説付き

主演：星野知子  0:10 ゲスト:霧矢大夢 主演：市川雷蔵
（映画）高瀬舟  0:30  0:30
主演：前田吟 メイキング・オブ・「殺すな」 （映画）

1:00  1:00［新］（アニメ）  1:00　（アニメ）  1:00［新］（アニメ）  1:00　（アニメ） 「座頭市(1989)
「ゴールデンカムイ」第二期　#1 「ゴールデンカムイ」第二期　#7 「ゴールデンカムイ」第三期　#1 「ゴールデンカムイ」第三期　#7 勝新太郎ﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞｶｯﾄ」
 1:30　（アニメ）  1:30　（アニメ）  1:30　（アニメ）  1:30　（アニメ） ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ 
「ゴールデンカムイ」第二期　#2 「ゴールデンカムイ」第二期　#8 「ゴールデンカムイ」第三期　#2 「ゴールデンカムイ」第三期　#8

2:00  2:00　（アニメ）  2:00　（アニメ）  2:00　（アニメ）  2:00　（アニメ） 主演：勝新太郎
「ゴールデンカムイ」第二期　#3 「ゴールデンカムイ」第二期　#9 「ゴールデンカムイ」第三期　#3 「ゴールデンカムイ」第三期　#9

 2:30　（アニメ）  2:30　（アニメ）  2:30　（アニメ）  2:30　（アニメ）  2:40
「ゴールデンカムイ」第二期　#4 「ゴールデンカムイ」第二期　#10 「ゴールデンカムイ」第三期　#4 「ゴールデンカムイ」第三期　#10 かあちゃん

3:00  3:00　（アニメ）  3:00　（アニメ）  3:00　（アニメ）  3:00　（アニメ）
「ゴールデンカムイ」第二期　#5 「ゴールデンカムイ」第二期　#11 「ゴールデンカムイ」第三期　#5 「ゴールデンカムイ」第三期　#11 主演：市原悦子
 3:30　（アニメ）  3:30［終］　（アニメ）  3:30　（アニメ）  3:30［終］　（アニメ）  3:30「三屋清左衛門残日録
「ゴールデンカムイ」第二期　#6 「ゴールデンカムイ」第二期　#12 「ゴールデンカムイ」第三期　#6 「ゴールデンカムイ」第三期　#12 陽のあたる道」メイキング

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

【「まっつぐ～鎌倉河岸捕物控～」全13話一挙放送】

【生誕120年 剣戟王･阪東妻三郎の軌跡　一挙放送】

【幕末大作時代劇3作品3日連続放送】

【松方弘樹「遠山の金さん」SP ｾﾚｸｼｮﾝ】

【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｡




