
時代劇専門チャンネル　2022年1月編成表

01/01（土・元日） 01/02(日)
4:00

 4:00　まっつぐ～鎌倉河岸  4:00　　　まっつぐ
捕物控～　#9 主演：橘慶太 ～鎌倉河岸捕物控～　#12
4:40　　　　まっつぐ 4：40［終］　まっつぐ

5:00 ～鎌倉河岸捕物控～　#10 ～鎌倉河岸捕物控～　#13
 5:20  5:20

まっつぐ 「三屋清左衛門残日録
～鎌倉河岸捕物控～　#11 陽のあたる道」メイキング

6:00  6:00
新春☆マツケン音楽祭 6:00　　　　陽炎の辻

～居眠り磐音 江戸双紙～
出演：松平健 #1　主演：山本耕史

7:00
 7:00  7:00

(映画) (映画)
水戸黄門(1978) 水戸黄門　天下の副将軍

8:00
主演：東野英治郎 主演：月形龍之介

 8:55 4K『仁義なき戦い』劇場のすべて

9:00
9：00　旅がらす事件帖 9:00 チャンネル初放送！

【ｾﾚｸｼｮﾝ放送】　#1 (映画)
 9:50　旅がらす事件帖 千利休 本覺坊遺文

10:00 【ｾﾚｸｼｮﾝ放送】　#14
主演：小林旭

10:40 チャンネル初放送！ 主演：奥田瑛二

11:00 (映画) 11:00
BALLAD (映画)

 名もなき恋のうた 竜馬の妻とその夫と愛人

12:00
主演：草彅剛 主演：木梨憲武

13:00
13:00 13:00

(映画) (映画)
父子鷹 水戸黄門

14:00 助さん格さん大暴れ
出演：市川右太衛門

／北大路欣也 出演：月形龍之介
北大路欣也／松方弘樹

15:00 15:00 15:00

剣客商売 御老中暗殺 剣客商売 剣の誓約

16:00
主演：北大路欣也 主演：北大路欣也

17:00 17:00 17:00

三屋清左衛門残日録 三屋清左衛門残日録
三十年ぶりの再会

18:00
主演：北大路欣也 主演：北大路欣也

19:00 19:00 19:00

三屋清左衛門残日録 三屋清左衛門残日録
完結篇 新たなしあわせ

20:00
主演：北大路欣也 主演：北大路欣也

21:00 21:00「三屋清左衛門残日録 21:00 チャンネル初放送！
陽のあたる道」メイキング
21:30 (映画)
メイキング・オブ・「殺すな」 漂流

22:00 22:00 チャンネル初放送！

(映画)
仁義なき戦い 主演：北大路欣也

23:00  広島死闘篇
 ＜4Kニューマスター版＞
※2Kダウンコンバートにて放送 23:35 「三屋清左衛門残日録　

陽のあたる道」メイキング
0:00 出演：菅原文太  0:00

／北大路欣也 恋する、夢二
※前後解説付き ～吉岡里帆がたどる

ゲスト:北大路欣也 竹久夢二、美人画の源流～ 
1:00  1:00  1:00

新春☆マツケン音楽祭 主水之助七番勝負
徳川風雲録外伝

出演：松平健 #3
2:00  2:00  2:00

［新］　主水之助七番勝負 主水之助七番勝負
徳川風雲録外伝 #1 徳川風雲録外伝

主演：松平健 #4
3:00  3:00  3:00

主水之助七番勝負 主水之助七番勝負
徳川風雲録外伝 徳川風雲録外伝

#2 #5
 4:00  4:00

【「まっつぐ～鎌倉河岸捕物控～」全13話一挙放送】

【～新年恒例～寅年男スター

【新春三が日　北大路欣也

【映画・水戸黄門劇場

 【まだ間に合

【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「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
・(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) メイキング・オブ・「殺すな」
・(オリジナル番組) 「殺すな」ナビ
・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

■同時放送
【新春三が日 北大路欣也祭り】
・1/1(土・元日)13:00～深夜1:00
・1/2(日)13:00～24:00 …
・1/3(月)13:00～24:00
は日本映画専門チャンネルとの同時放送でお送り致します。

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

■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。

・1/9(日)深夜1:00 ～ ｢人形佐七捕物帖 死をよぶ猫は金の爪」
・1/23(日)深夜2:00 ～ ｢江戸っ子祭 ―太助・家光・彦左―」
・1/24(月)14:00 ～ ｢人形佐七捕物帖 死をよぶ猫は金の爪」
・1/31(月)深夜2:00 ～ ｢御用牙（主演：渡辺謙）」

■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　2022年1月編成表

01/03(月) 01/04(火) 01/05(水) 01/06(木) 01/07(金) 01/08(土) 01/09(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

吉原裏同心 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 ［終］　江戸の朝焼け テンペスト
～新春吉原の大火～ #6 #28 #7

主演：加藤剛 #7 #8 #9 主演：沖雅也 主演：仲間由紀恵
5:00 主演：小出恵介  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 (映画) テンペスト
暴れん坊将軍 #90 暴れん坊将軍　#91 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 忠臣蔵

主演：松平健  5:55 「殺すな」ナビ #92 #93 天の巻・地の巻 #8
 6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

6:00　　　　陽炎の辻 半七捕物帳 半七捕物帳 半七捕物帳 半七捕物帳 主演：阪東妻三郎 テンペスト
～居眠り磐音 江戸双紙～ #6

#2 主演：里見浩太朗 #7 #8 #9 #9
 7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 【北大路欣也劇場】

 7:00 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 ［新］　遠山の金さん 子連れ狼
(映画) #1 #3

水戸黄門海を渡る #10 #11 #12 #13 主演：松平健 主演：北大路欣也
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

主演：長谷川一夫 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 遠山の金さん 子連れ狼
#21

 8:45 4K『仁義なき戦い』劇場の作品紹介 主演：千葉真一 #22 #23 #24 #2 #4
 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【鬼平クラシックス】

9:00 旅人異三郎 旅人異三郎 旅人異三郎 旅人異三郎 遠山の金さん 鬼平犯科帳'69
(映画) #13 #3 #34

丹下左膳　百万両の壺 主演：杉良太郎 #14 #15 #16  9:55 「殺すな」ナビ 主演：初代 松本白鸚
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 剣客商売スペシャル 鬼平犯科帳６
主演：豊川悦司 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 道場破り ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#118 #119 #120 #121 #10　主演：中村吉右衛門
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00［終］ 主演：藤田まこと 11:00

11:10 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 剣客商売３
佐武と市捕物控 #18 #3

主演：松方弘樹 #19 #20 #21 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 12:00 12:00

主演：小池徹平 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 ［新］　大岡越前 第1部
12:30　　妖術武芸帳　#9 12:30 12:30 12:30 #1 五稜郭　第一部
主演:佐々木功(現・ささきいさお) 妖術武芸帳　#10 妖術武芸帳　#11 妖術武芸帳　#12 主演：加藤剛 「江戸 後の日」

13:00 【新・藤沢周平劇場】 13:00 【佐伯泰英劇場】 13:00 ―男たちの選択―
13:00 チャンネル初放送！ 13:00　天下の副将軍 13:00 藤沢周平の人情しぐれ町 陽炎の辻～居眠り磐音 大岡越前 第1部

(映画) 水戸光圀 徳川御三家の激闘 剣客商売２　#2 #2 江戸双紙～　#3
天下の御意見番 #12　主演：市川團十郎 主演：藤田まこと 13:55 「殺すな」ナビ 主演：山本耕史 #2

14:00 14:00 主演：里見浩太朗
出演：月形龍之介 14:00 14:00 14:00 14:00 健さんに逢いたい

／北大路欣也 新吾十番勝負１ 新吾十番勝負２ 新吾十番勝負３ 剣客商売スペシャル ～映画俳優・高倉健
女用心棒  歌の世界～ 14:45 生活情報の時間

15:00 15:00 15:00 【北大路欣也劇場】 15:00 チャンネル初放送！
主演：国広富之 主演：国広富之 主演：国広富之 主演：藤田まこと CH初！ 子連れ狼　#5 【寅年男スター大集合!!】

剣客商売 鬼熊酒屋 主演：北大路欣也 (映画)
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 千利休 本覺坊遺文

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 子連れ狼
主演：北大路欣也 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 必殺仕事人Ⅴ旋風編 #6

#6 主演：奥田瑛二
主演：藤田まこと #7 #8 #9 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 鬼平犯科帳６

剣客商売　陽炎の男 闇の狩人 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#20 #21 #22 #23 #4

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
主演：北大路欣也 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 吉宗評判記 主演：村上弘明 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 #9
#147 #148 #149 #150 主演：藤田まこと

19:00 19:00 チャンネル初放送！ 19:00 19:00［終］　 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 ［新］　金さんVS女ねずみ 金さんVS女ねずみ  【北大路欣也映画祭】

三屋清左衛門残日録 #19 #1 19:30 (映画)
陽のあたる道 主演：松方弘樹 #20 主演：松方弘樹 #2 【映画・水戸黄門劇場】 水戸黄門

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 (映画) 助さん格さん大暴れ
主演：北大路欣也 江戸の激斗　#6 江戸の激斗 江戸の激斗 江戸の激斗 水戸黄門(1957) 出演：月形龍之介

主演：小林桂樹 北大路欣也／松方弘樹
20:55 「殺すな」ナビ #7 #8 #9 20:45 4K『仁義なき戦い』劇場の作品紹介

21:00 21:00 チャンネル初放送！ 21:00 21:00 21:00 21:00 主演：月形龍之介 21:00
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 藤田まことの丹下左膳３

(映画) #9 21:30　BS・CS初放送！  江戸城狙わる！
八甲田山 主演：千葉真一 #10 #11 #12 義賊暗闇小僧を追う左膳と

22:00 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00 【佐伯泰英劇場】 雄気堂々 大岡越前 
※2Kダウンコンバートにて放送 22:00［終］　天下の副将軍 22:00 藤沢周平の人情しぐれ町 陽炎の辻 　－若き日の渋沢栄一－

水戸光圀 徳川御三家の激闘 剣客商売２　#3 ～居眠り磐音 江戸双紙～ 主演：藤田まこと
#13 22:55 4K『仁義なき戦い』劇場のすべて #3 #4 22:55 「殺すな」ナビ

23:00 23:00
出演：高倉健／北大路欣也 23:00 23:00 23:00 23:00 藤田まことの丹下左膳４

【生誕100年 山田風太郎】 【生誕100年 山田風太郎】 医師　問題無ノ介 必殺スペシャル 主演：滝田栄 彷徨う丑三つの花嫁
(映画) (映画) 世にも不思議な大仕事  江戸城に渦巻く大陰謀！

0:00  0:00 チャンネル初放送！ 忍　SHINOBI 伊賀忍法帖 　主水と秀
金沢幻想物語 主演：杉良太郎 香港マカオで大あばれ  0:10 チャンネル初放送！

天才泉鏡花が愛した女(ひと) 出演：仲間由紀恵 主演：真田広之 主演：藤田まこと 金沢幻想物語 主演：藤田まこと
／オダギリジョー  0:55 「殺すな」ナビ 天才泉鏡花が愛した女(ひと)

1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00
主水之助七番勝負 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 子連れ狼１ ［解］　人形佐七捕物帖
徳川風雲録外伝 必殺商売人　#7 必殺商売人 必殺商売人 必殺商売人 #10 　死をよぶ猫は金の爪

#6 主演：藤田まこと #8 #9 #10 主演：萬屋錦之介
2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00 主演：片岡孝夫

主水之助七番勝負 ［新］　雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 子連れ狼１ （現・片岡仁左衛門）
徳川風雲録外伝 #1

#7 #2 #4 #6 #11
3:00  3:00 主演：山崎努  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00

［終］　主水之助七番勝負 雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 子連れ狼１ インフォメーション
徳川風雲録外伝  3:30

#8 インフォメーション #3 #5 #7 #12
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【特選！日替り時代劇】

【時代劇プレミアム23】

ー大集合!!】

也祭り】 【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｡

合う！ 佐伯泰英劇場】

場】

 6:00

 7:00

9:00

13:00



時代劇専門チャンネル　2022年1月編成表

01/10（月・祝） 01/11(火) 01/12(水) 01/13(木) 01/14(金) 01/15(土) 01/16(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

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 ［新］　やじ×きた ［終］　テンペスト
元祖・東海道中膝栗毛　#1

#10 #11 #12 #13 #14 出演：和田正人／松尾諭 #10
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 やじ×きた (映画)
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 元祖・東海道中膝栗毛 かくて神風は吹く

#94 #95 #96 #97 #98 #2
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

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 やじ×きた 主演：阪東妻三郎
#14 元祖・東海道中膝栗毛

#10 #11 #12 #13  6:55 「殺すな」ナビ #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13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 遠山の金さん 子連れ狼

#14 #15 #16 #17 #18 #4 #5
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 ［終］　服部半蔵　影の軍団 ［新］　柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 遠山の金さん 子連れ狼
#26 #1

#25  8:55 「殺すな」ナビ #27 主演：千葉真一 #2 #5 #6
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 遠山の金さん 鬼平犯科帳'69

#17 #18 #19 #20 #21 #6 #35
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 ［終］　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 仕掛人　藤枝梅安 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#122 #123 #124 #125 #126 #11
11:00 11:00 11:00［新］ 11:00 11:00 11:00 11:00

新春☆マツケン音楽祭 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 主演：岸谷五朗 剣客商売３
#1

出演：松平健 主演：松方弘樹 #2 #3 #4 11:45 生活情報の時間 #4
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00　ますおか増田＆ 12:00 12:00

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 大岡越前 第1部
12:30 12:30 12:30［新］ 風雲！江戸の 12:30 12:30 五稜郭　第二部
［終］　妖術武芸帳　#13 メイキング・オブ・「殺すな」 夜明け　#1　主演：杉浦幸 風雲！江戸の夜明け　#2 風雲！江戸の夜明け　#3 #3 「幻の蝦夷共和国」

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 ―箱館戦争―
鬼平犯科帳'69 13:00［終］　天下の副将軍 13:00 藤沢周平の人情しぐれ町 陽炎の辻 大岡越前 第1部

水戸光圀 徳川御三家の激闘 剣客商売２ ～居眠り磐音 江戸双紙～
#33 #13 #3 #3 #4 #4 主演：里見浩太朗

14:00 14:00
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 新春☆マツケン音楽祭
【寅年男スター大集合!!】 大江戸神仙伝 (映画) 暗殺指令 剣客商売スペシャル 14:30

(映画) 眠狂四郎勝負 春の嵐 出演：松平健 メイキング・オブ・「殺すな」
15:00 竜馬の妻とその夫と愛人 15:00 【北大路欣也劇場】 15:00

主演：滝田栄 主演：市川雷蔵 主演：高橋英樹 主演：藤田まこと 子連れ狼 佐武と市捕物控
主演：木梨憲武 15:40 生活情報の時間 #7 冬夏の章

15:45 生活情報の時間 15:55 「殺すな」ナビ 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 主演：小池徹平

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 必殺仕事人Ⅴ旋風編 ［終］　必殺仕事人Ⅴ旋風編 #8
#11

#10 16:55 4K『仁義なき戦い』劇場のすべて #12 #13 #14 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】

［終］　大岡越前 第14部 ［新］　大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 鬼平犯科帳６
#1 侠客　幡隨院長兵衛 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#24 主演：加藤剛 #2 #3 #4 #5
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 剣客商売２
暴れん坊将軍　#151 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：村上弘明

18:55 「殺すな」ナビ #152 #153 #154 #155 #10
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 チャンネル初放送！

金さんVS女ねずみ 金さんVS女ねずみ 金さんVS女ねずみ 金さんVS女ねずみ 金さんVS女ねずみ  【北大路欣也映画祭】
19:30 (映画)

#3 #4 #5 #6 #7 【映画・水戸黄門劇場】 天下の御意見番
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 (映画)

江戸の激斗 江戸の激斗 江戸の激斗 江戸の激斗 江戸の激斗 水戸黄門漫遊記 出演：月形龍之介
／北大路欣也

#10 #11 #12 #13 #14 20:55 4K『仁義なき戦い』劇場のすべて

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 主演：森繁久彌 21:00
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 （映画）

21:30 決闘高田の馬場
#13 #14 #15 #16 #17 メイキング・オブ・「殺すな」 主演：阪東妻三郎

22:00 22:00　TV初放送！ 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00 【佐伯泰英劇場】 22:00 22:00
【七海ひろき×時代劇】 22:00　チャンネル初放送！ 22:00 藤沢周平の人情しぐれ町 陽炎の辻 令和の談志

(舞台) 剣客商売２ ～居眠り磐音 江戸双紙～ 音なし源　さの字殺し ～没後１０年立川談志傑作選～

令和千本桜～義経と弁慶 ［新］　天皇の料理番 #4 #4 #5 「権助提灯」
23:00 スペシャルエディション #1 「野ざらし」

23:00 23:00 23:00 主演：中村梅之助 「鼠穴」
出演：コロッケ／七海ひろき 主演：佐藤健 令和の談志 医師　問題無ノ介２ 必殺スペシャル
※七海ひろきインタビュー付き ～没後１０年立川談志傑作選～ せん･りつ誘拐される

0:00 0:00  0:00 「権兵衛狸」 主水どうする？  0:00
国境を越えた男 メイキング・オブ・「殺すな」 「芝浜」 主演：杉良太郎 江戸政界の黒幕と対決！ 恋する、夢二  0:15

 0:30　歴史を訪ねて 純金のカラクリ座敷 ～吉岡里帆がたどる 人形佐七捕物帳
主演：中村雅俊 日本の城 中国・四国編  0:55 「殺すな」ナビ 竹久夢二、美人画の源流～ 佐七一番手柄

1:00  1:00  1:00  1:00  1:00 主演：藤田まこと  1:00
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  1:05 子連れ狼１ 主演：堤大二郎

必殺商売人 必殺商売人 必殺商売人 必殺商売人 江戸プロフェッショナル
#11 #12 #13 #14 　必殺商売人　#15 #13  1:55 「殺すな」ナビ

2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00
雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 怨 子連れ狼１ 松本清張のかげろう絵図

#8 #10 #12 #14 #14
3:00  3:00  3:00  3:00  3:00 主演：真行寺君枝  3:00 主演：古谷一行

雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 ［終］　雲霧仁左衛門 子連れ狼１

#9 #11 #13 #15 #15
 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】

【特選！日替り時代劇】

【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　2022年1月編成表

01/17(月) 01/18(火) 01/19(水) 01/20(木) 01/21(金) 01/22(土) 01/23(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00［新］

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 やじ×きた さむらい探偵事件簿
元祖・東海道中膝栗毛 #1

#15 #16 #17 #18 #19 #4 主演：高橋英樹
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 やじ×きた さむらい探偵事件簿
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 元祖・東海道中膝栗毛

#99 #100 #101 #102 #103 #5 #2
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

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 やじ×きた さむらい探偵事件簿
元祖・東海道中膝栗毛 #3

#15 #16 #17 #18 #19 #6  6:55 「殺すな」ナビ
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13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 大岡越前 第13部 遠山の金さん 子連れ狼
#20 #7

#19  7:55 「殺すな」ナビ #21 #22 #23  7:55 4K『仁義なき戦い』劇場のすべて #7
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

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 遠山の金さん 子連れ狼

#3 #4 #5 #6 #7 #8 #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】

旅人異三郎 旅人異三郎 旅人異三郎 旅人異三郎 ［終］　旅人異三郎 ［終］　遠山の金さん 鬼平犯科帳'69

#22 #23 #24 #25 #26 #9 #36
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 ［新］　鬼平犯科帳７
暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍　#129 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 闇の狩人 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#127 #128 10:55 「殺すな」ナビ #130 #131 #1　主演：中村吉右衛門
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

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 主演：村上弘明 ［終］　剣客商売３

#5 #6 #7 #8 #9 #5
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 チャンネル初放送！

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
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 三屋清左衛門残日録
風雲！江戸の夜明け　#4 風雲！江戸の夜明け　#5 風雲！江戸の夜明け　#6 風雲！江戸の夜明け　#7 風雲！江戸の夜明け　#8 大岡越前 第1部 陽のあたる道

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】
鬼平犯科帳'69 13:00　チャンネル初放送！13:00 藤沢周平の人情しぐれ町 陽炎の辻～居眠り磐音 #5 主演：北大路欣也

#34 剣客商売２ 江戸双紙～　#5 13:30
13:55 「殺すな」ナビ ［新］　天皇の料理番 #4 #4 13:55 「殺すな」ナビ 大岡越前 第1部

14:00 【午後のスペシャルアワー】 #1 14:00 チャンネル初放送！
14:00 主演：佐藤健 14:00 14:00 14:00 #6

乾いて候（1993） 右門捕物帖（ＴＶ長編） 【映画・水戸黄門劇場】 剣客商売スペシャル 14:30 生活情報の時間 (映画)
14:45 生活情報の時間 (映画) 道場破り 14:45 「殺すな」ナビ BALLAD

15:00 15:00 水戸黄門(1957) 15:00 【北大路欣也劇場】  名もなき恋のうた
主演：田村正和 健さんに逢いたい 主演：杉良太郎 主演：藤田まこと ［終］　子連れ狼

～映画俳優・高倉健 主演：月形龍之介 #9
15:45 生活情報の時間  歌の世界～ 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 チャンネル初放送！ 主演：草彅剛

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 ［新］　子連れ狼 第2部
［新］　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 #1

#1 #4 主演：北大路欣也 16:30 生活情報の時間
主演：京マチ子 #2 #3 16:55 「殺すな」ナビ #5 16:45 生活情報の時間 16:45 4K『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 17:00 【池波正太郎劇場】 17:00 【池波正太郎劇場】
大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 鬼平犯科帳６

#6 仕掛人・藤枝梅安 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#5 17:55 「殺すな」ナビ #7 #8 #9 梅安蟻地獄 #6

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 ［終］　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 主演：小林桂樹
#156 #157 #158 #159 #160 #11

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00【橋ものがたりシリーズ
金さんVS女ねずみ 金さんVS女ねずみ 金さんVS女ねずみ 金さんVS女ねずみ 金さんVS女ねずみ 【寅年男スター大集合!!】 3作品一挙放送】

(映画) 小さな橋で
#8 #9 #10 #11 #12 竜馬の妻とその夫と愛人

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
江戸の激斗 江戸の激斗 江戸の激斗 江戸の激斗 江戸の激斗 出演：松雪泰子／江口洋介

#19 主演：木梨憲武
#15 #16 #17 #18 20:55 「殺すな」ナビ

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
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 メイキング・オブ・「殺すな」

#20 次郎長三国志 21:30
#18 #19 21:55 「殺すな」ナビ #21 #22 勢揃い二十八人衆喧嘩旅！ 必殺スペシャル

22:00 22:00［新］　 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00 【佐伯泰英劇場】 必殺忠臣蔵
笹沢左保「峠」シリーズ　#1 22:00 22:00 藤沢周平の人情しぐれ町 陽炎の辻

主演：高橋悦史 天皇の料理番 剣客商売２ ～居眠り磐音 江戸双紙～
22:55 「殺すな」ナビ #2 #5 #5 #6 主演：北大路欣也 主演：藤田まこと

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

（映画） (映画) 素浪人罷り通る 素浪人罷り通る 素浪人罷り通る
太秦ライムライト 水戸黄門　天下の副将軍 暁の死闘 血煙の宿 23:45 4K『仁義なき戦い』劇場の作品紹介

0:00 0:00 0:00
主演：月形龍之介 主演：三船敏郎 主演：三船敏郎 主演：三船敏郎 メイキング・オブ・「殺すな」 人形佐七捕物帳

主演：福本清三  0:30　歴史を訪ねて 凶悪のけものを追え！
 0:55 4K『仁義なき戦い』劇場のすべて  0:55 「殺すな」ナビ 日本の城 関東・甲信越編

1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00
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 江戸プロフェッショナル 子連れ狼１ 主演：堤大二郎

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

2:00  2:00  2:00  2:00
2:00［新］(ｱﾆﾒ) 織田シナモン信長 #1 2:00 (ｱﾆﾒ) 織田シナモン信長 #4 2:00 (ｱﾆﾒ) 織田シナモン信長 #7 2:00 (ｱﾆﾒ) 織田シナモン信長 #10 BLACKFOX: 子連れ狼１ ［解］　江戸っ子祭
 2:30　(アニメ)  2:30　(アニメ)  2:30　(アニメ)  2:30　(アニメ) Age of the Ninja ―太助・家光・彦左―

織田シナモン信長　#2 織田シナモン信長　#5 織田シナモン信長　#8 織田シナモン信長　#11 #17
3:00  3:00　(アニメ)  3:00　(アニメ)  3:00　(アニメ)  3:00［終］　(アニメ) 主演：山本千尋  3:00 主演：井上順

織田シナモン信長　#3 織田シナモン信長　#6 織田シナモン信長　#9 織田シナモン信長　#12 子連れ狼１
 3:30  3:30  3:30  3:30
メイキング・オブ・「殺すな」 メイキング・オブ・「殺すな」 メイキング・オブ・「殺すな」 メイキング・オブ・「殺すな」 #18

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

【七海ひろき×時代劇】

【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】

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　2022年1月編成表

01/24(月) 01/25(火) 01/26(水) 01/27(木) 01/28(金) 01/29(土) 01/30(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

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 やじ×きた さむらい探偵事件簿
元祖・東海道中膝栗毛

#20 #21 #22 #23 #24 #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 やじ×きた さむらい探偵事件簿
暴れん坊将軍　#104 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 元祖・東海道中膝栗毛

 5:55 「殺すな」ナビ #105 #106 #107 #108 #8 #5
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

[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  将軍家光忍び旅 やじ×きた さむらい探偵事件簿
#1 #4 元祖・東海道中膝栗毛

主演：三田村邦彦 #2 #3  6:55 「殺すな」ナビ #5 #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13部 大岡越前 第13部 ［終］　大岡越前 第13部 ［新］　大岡越前 第14部 大岡越前 第14部 ［新］　斬り捨て御免！ ［終］　子連れ狼
#1 #2 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#24 #25 #26 主演：加藤剛  7:55 「殺すな」ナビ #1　主演：中村吉右衛門 #9
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00 チャンネル初放送！

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 斬り捨て御免！ ［新］　子連れ狼 第2部
#10 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ #1

#8 #9  8:55 「殺すな」ナビ #11 #12 #2 主演：北大路欣也
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］　江戸の激斗 江戸の激斗 江戸の激斗 江戸の激斗 江戸の激斗 斬り捨て御免！ 鬼平犯科帳'69
#1 #2 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

主演：小林桂樹  9:55 「殺すな」ナビ #3 #4 #5 #3 #37
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７
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 侠客　幡隨院長兵衛 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#132 #133 #134 #135 #136 #2
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

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 主演：村上弘明 ［新］　剣客商売４
#1

#10 #11 #12 #13 #14 主演：藤田まこと
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 BS・CS初放送！

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
12:30 12:30 12:30 12:30［終］　 12:30 12:30 雄気堂々
風雲！江戸の夜明け　#9 風雲！江戸の夜明け　#10 風雲！江戸の夜明け　#11 風雲！江戸の夜明け　#12 メイキング・オブ・「殺すな」 大岡越前 第1部 　－若き日の渋沢栄一－

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】
鬼平犯科帳'69 13:00 13:00 藤沢周平の人情しぐれ町 陽炎の辻 #7

天皇の料理番 剣客商売２ ～居眠り磐音 江戸双紙～ 13:30
#35 #2 #5 #5 #6 大岡越前 第1部 主演：滝田栄

14:00
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 #8

［解］　人形佐七捕物帖 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 【映画・水戸黄門劇場】 仕掛人 14:30
　死をよぶ猫は金の爪 佐七一番手柄 凶悪のけものを追え！ (映画) 藤枝梅安スペシャル メイキング・オブ・「殺すな」 14:45 生活情報の時間

15:00 主演：片岡孝夫 水戸黄門漫遊記 15:00 【北大路欣也劇場】 15:00
（現・片岡仁左衛門） 主演：堤大二郎 主演：堤大二郎 主演：渡辺謙 子連れ狼 第2部 【生誕100年 山田風太郎】

15:40 生活情報の時間 主演：森繁久彌 #2 (映画)
15:55 「殺すな」ナビ 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 忍　SHINOBI

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 子連れ狼 第2部
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 #3 出演：仲間由紀恵

／オダギリジョー
#6 #7 #8 #9 #10 16:45 生活情報の時間 16:55 「殺すな」ナビ

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15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 仕掛人・藤枝梅安 鬼平犯科帳６

梅安流れ星 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#10 #11 #12 #13 #14 #7

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 主演：小林桂樹 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 ［新］　剣客商売３

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
#161 #162 #163 #164 #165 18:55 「殺すな」ナビ 主演：藤田まこと

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00【橋ものがたりシリーズ
金さんVS女ねずみ 金さんVS女ねずみ 金さんVS女ねずみ 金さんVS女ねずみ 金さんVS女ねずみ 【寅年男スター大集合!!】 3作品一挙放送】

#14 (映画) 吹く風は秋
#13 19:55 「殺すな」ナビ #15 #16 #17 丹下左膳　百万両の壺 主演：橋爪功

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:10 「殺すな」ナビ
江戸の激斗 江戸の激斗 江戸の激斗 江戸の激斗 江戸の激斗 20:15

主演：豊川悦司 小ぬか雨
#20 #21 #22 #23 #24

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 出演：北乃きい／永山絢斗
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 21:10

#24 #27 21:30
#23 21:55 4K『仁義なき戦い』劇場のすべて #25 #26 21:55 「殺すな」ナビ 影武者　織田信長 メイキング・オブ・「殺すな」

22:00 22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00 【佐伯泰英劇場】 22:00　TV初放送！
笹沢左保「峠」シリーズ 22:00 22:00 藤沢周平の人情しぐれ町 陽炎の辻 【七海ひろき×時代劇】

#2 天皇の料理番 剣客商売２ #6 ～居眠り磐音 江戸双紙～ 主演：藤田まこと (舞台)
主演：川津祐介 #3 #6 22:55 「殺すな」ナビ #7 令和千本桜～義経と弁慶

23:00 スペシャルエディション
23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 チャンネル初放送！

素浪人罷り通る 素浪人罷り通る 素浪人罷り通る  【北大路欣也映画祭】  【北大路欣也映画祭】 出演：コロッケ／七海ひろき
去るも地獄　残るも地獄 涙に消えた三日極楽 矢立峠に裏切りを見た (映画) (映画) 23:40 ※七海ひろきインタビュー付き

0:00 水戸黄門 天下の御意見番 （映画） 0:00
主演：三船敏郎 主演：三船敏郎 主演：三船敏郎 助さん格さん大暴れ 雄呂血

出演：月形龍之介 出演：月形龍之介 主演：阪東妻三郎 寛永風雲録
北大路欣也／松方弘樹 ／北大路欣也 弁士：澤登翠 激突！

1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00 知恵伊豆対由比正雪
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 江戸プロフェッショナル 子連れ狼１

必殺商売人 必殺商売人 必殺商売人　#23 必殺商売人 必殺商売人
#21 #22  1:55 「殺すな」ナビ #24 #25 #19

2:00  2:00［新］  2:00  2:00  2:00  2:00［終］  2:00 主演：里見浩太朗
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 大江戸もののけ物語 子連れ狼１

#1
主演：岡田健史 #2 #3 #4 #5 #20

3:00  3:00
 3:05  3:05  3:05  3:05  3:05 子連れ狼１ インフォメーション
メイキング・オブ・「殺すな」 メイキング・オブ・「殺すな」 メイキング・オブ・「殺すな」 メイキング・オブ・「殺すな」 メイキング・オブ・「殺すな」

#21
 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】

【特選！日替り時代劇】

【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　2022年1月編成表

01/31(月)
4:00  4:00

大岡越前 第11部

#25
5:00  5:00

吉宗評判記
暴れん坊将軍

#109
6:00  6:00

 将軍家光忍び旅

#6
7:00  7:00

大岡越前 第14部

#3
8:00  8:00

柳生一族の陰謀
#13

 8:55 「殺すな」ナビ
9:00  9:00

江戸の激斗

#6
10:00 10:00

吉宗評判記
暴れん坊将軍

#137
11:00 11:00

遠山の金さんVS女ねずみ

#15
12:00 12:00　ますおか増田＆

はるな愛のおうちＤＥしあわせ便

12:30
メイキング・オブ・「殺すな」

13:00 13:00 【鬼平クラシックス】
鬼平犯科帳'69

#36
14:00 【午後のスペシャルアワー】

14:00
松本清張のかげろう絵図

15:00
主演：古谷一行

15:45 生活情報の時間
16:00 16:00

必殺仕舞人

#11
17:00 17:00

大岡越前 第15部

#15
18:00 18:00

吉宗評判記
暴れん坊将軍

#166
19:00 19:00

金さんVS女ねずみ

#18
20:00 20:00

江戸の激斗

#25
21:00 21:00

柳生一族の陰謀

#28
22:00 22:00

笹沢左保「峠」シリーズ
#3

主演：天知茂
23:00 【時代劇プレミアム23】

23:00
大暴れ！一心太助
天下の御意見番

0:00  大久保彦左衛門罷り通る

主演：風間杜夫

1:00  1:00［終］　
江戸プロフェッショナル　

必殺商売人
#26

2:00  2:00

［解］　御用牙

3:00
主演：渡辺謙

 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｡




