
時代劇専門チャンネル　2022年2月編成表

【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) メイキング・オブ・「殺すな」
・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

・2/1(火)10:00～19:00の番組 …
・2/6(日)10:00～15:00の番組 …
・2/11(金・祝)10:00～13:00、16：00～19:00の番組 …
・2/12(土)12:00～17:00の番組 …
・2/13(日)10:00～15:00、17:00～19:20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。

■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。

・2/3(木)14:00 ～ ｢江戸っ子祭 ―太助・家光・彦左―」
・2/15(火)23:00 ～ ｢御用牙（主演：渡辺謙）」
・2/21(日)深夜2:00 ～ ｢人形佐七捕物帖 死をよぶ猫は金の爪」

■番組情報マーク
[新]:新シリーズスタート
[終]:シリーズ終了

…
・2/1(火)深夜1:00～2/2(水)7:00 (6時間)

放送機器メンテナンスのため、
一部CATVサービス[JC-HITS、JDS]、
及び、auひかりTVｻｰﾋﾞｽ(ch.502) 停波

・2/2(水)5:50～6:00のうち、10秒間
放送機器メンテナンスのため、
ひかりTVｻｰﾋﾞｽ(ch.461) 停波

・2/14(月)深夜1:00 ～2/15(火)7:00 (6時間)

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。



時代劇専門チャンネル　2022年2月編成表

02/01(火) 02/02(水) 02/03(木) 02/04(金) 02/05(土) 02/06(日)
4:00  4:00 （前日の続き）  4:00  4:00  4:00　　やじ×きた  4:00

［終］　大岡越前 第11部 ［新］　大岡越前 第12部 大岡越前 第12部 元祖・東海道中膝栗毛 さむらい探偵事件簿
#26 主演：国広富之 #1 #10 #7

主演：加藤剛 主演：加藤剛 #2 出演：和田正人／松尾諭 主演：高橋英樹
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00

吉宗評判記 新吾十番勝負３ 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　#110 暴れん坊将軍 暴れん坊将軍 元祖・東海道中膝栗毛

主演：松平健 #111 #112 #11 #8
6:00  6:00 主演：国広富之  6:00  6:00  6:00  6:00

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

主演：三田村邦彦 #8 #9 #12 #9
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14部 大岡越前 第14部 大岡越前 第14部 大岡越前 第14部 斬り捨て御免！ 子連れ狼 第2部
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞#4 #2

#4 #5 #6 #7 主演：中村吉右衛門 主演：北大路欣也
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 斬り捨て御免！ 子連れ狼 第2部
#14 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

主演：千葉真一 #15 #16 #17 #5 #3
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【鬼平クラシックス】

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
#7 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ #38

主演：小林桂樹 #8 #9 #10 #6 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 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 仕掛人・藤枝梅安 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞#3

#138 #139 #140 #141 梅安蟻地獄 主演：中村吉右衛門
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 主演：小林桂樹 剣客商売４
#16 #18 #2

主演：松方弘樹 #17 11:55 4K『仁義なき戦い』劇場のすべて #19 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　ますおか増田＆ 12:00 12:00

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［新］隠密剣士 第二部 12:30 隠密剣士 第二部 12:30 隠密剣士 第二部 勝海舟　第一部
メイキング・オブ・「殺すな」  忍法甲賀衆 #1 主演：大瀬康一 忍法甲賀衆　#2 忍法甲賀衆　#3 #9 　日本よーそろ

13:00 13:00 【新・藤沢周平劇場】 13:00 【佐伯泰英劇場】 13:00 ―サムライ太平洋を渡る―
13:00 13:00 藤沢周平の人情しぐれ町 陽炎の辻 大岡越前 第1部

天皇の料理番　#3 剣客商売２　#6 ～居眠り磐音 江戸双紙～
主演：佐藤健 主演：藤田まこと #6 #7　主演：山本耕史 #10

14:00 14:00 主演：田村正和
14:00 14:00 14:00 14:00 大岡越前 第1部

剣客商売スペシャル 剣客商売 ［解］　江戸っ子祭 ［新］　仕掛人　藤枝梅安
道場破り 手裏剣お秀 ―太助・家光・彦左― #1 #11 14:45 生活情報の時間

15:00 15:00 【北大路欣也劇場】 15:00 オリジナル時代劇
主演：藤田まこと 主演：北大路欣也 主演：井上順 主演：渡辺謙 CH初！子連れ狼 第2部 三屋清左衛門残日録

15:30 生活情報の時間 #4　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 ４K『仁義なき戦い』劇場の作品紹介 15:50

16:00 16:00 16:00 16:00［新］ 16:00 子連れ狼 第2部 主演：北大路欣也
必殺仕舞人 ［終］　必殺仕舞人 必殺仕事人Ⅴ　激闘編 必殺仕事人Ⅴ　激闘編 #5

#12 #1
主演：京マチ子 #13 主演：藤田まこと #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

#17 仕掛人・藤枝梅安 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞#8
#16 17:55 4K『仁義なき戦い』劇場のすべて #18 #19 梅安迷い箸 主演：中村吉右衛門

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 主演：小林桂樹 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 #2
#167 #168 #169 #170 主演：藤田まこと

19:00 19:00 TV初放送！オリジナル時代劇 19:00 19:00 19:00 19:00 チャンネル初放送！ 19:00 オリジナル時代劇
殺すな 金さんVS女ねずみ 金さんVS女ねずみ 金さんVS女ねずみ 【映画・水戸黄門劇場】 【立春・中村梅雀祭り】

出演:中村梅雀 （映画） 鬼平外伝
柄本佑／安藤サクラ #19 #20 #21 水戸黄門漫遊記 夜兎の角右衛門

20:00 20:00 オリジナル時代劇 20:00 20:00 20:00
三屋清左衛門残日録 ［終］　江戸の激斗 ［新］　あばれ医者　嵐山 あばれ医者　嵐山 主演：中村梅雀

陽のあたる道 #26 #1 主演：中村鴈治郎（二代目）
主演：小林桂樹 主演：西郷輝彦 #2

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 オリジナル時代劇
主演：北大路欣也 柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 柳生一族の陰謀 冬の日

次郎長三国志
#29 #30 #31 勢揃い二十八人衆喧嘩旅！ 主演：中村梅雀

22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00 【佐伯泰英劇場】 22:00
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

天皇の料理番 剣客商売２ ～居眠り磐音 江戸双紙～ 雄気堂々
#4 #7 #7 #8 主演：北大路欣也 　－若き日の渋沢栄一－

23:00
23:00 23:00 23:00　チャンネル初放送！ 23:00

（映画） （映画） 【生誕100年 山田風太郎】 【生誕100年 山田風太郎】 主演：滝田栄
3人の信長 千利休 本覺坊遺文 （映画） （映画） 23:45 ４K『仁義なき戦い』劇場の作品紹介

0:00 魔界転生(2003) 魔界転生(1981)  0:00
おんなの密書

出演：TAKAHIRO／ 主演：奥田瑛二 出演：窪塚洋介／佐藤浩市 出演：千葉真一／沢田研二
市原隼人／岡田義徳 主演：古谷一行  0:55 4K『仁義なき戦い』劇場のすべて

1:00  1:00  1:00［新］  1:00  1:00  1:00
新吾十番勝負１ 必殺仕事人Ⅴ旋風編 必殺仕事人Ⅴ旋風編  1:10 子連れ狼１ 【渡哲也　時代劇の仕事】

#1 必殺仕事人Ⅴ旋風編 #22 ［新］　浮浪雲　#1
主演：藤田まこと #2 #3 主演：萬屋錦之介 主演：渡哲也

2:00 主演：国広富之 【七海ひろき×時代劇】  2:00　(アニメ)  2:00  2:00
 2:00［新］(ｱﾆﾒ)ノブナガ・ザ・フール #1 ノブナガ・ザ・フール　#3  2:05　(アニメ) 子連れ狼１ 浮浪雲
 2:30　(アニメ)　　CH初！  2:30　(アニメ) ノブナガ・ザ・フール　#5
ノブナガ・ザ・フール　#2 ノブナガ・ザ・フール　#4  2:35　(アニメ) #23 #2

3:00  3:00 ノブナガ・ザ・フール　#6  3:00  3:00
新吾十番勝負２ インフォメーション インフォメーション 3:05 子連れ狼１ 浮浪雲

インフォメーション
#24 #3

 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。



時代劇専門チャンネル　2022年2月編成表

02/07(月) 02/08(火) 02/09(水) 02/10(木) 02/11(金・祝) 02/12(土) 02/13(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

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］　若さま侍捕物帳 さむらい探偵事件簿
#1

#3 #4 #5 #6 #7 主演：田村正和 #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 若さま侍捕物帳 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

#113 #114 #115 #116 #117 #2 #11
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

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 若さま侍捕物帳 さむらい探偵事件簿

#10 #11 #12 #13 #14 #3 #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14部 大岡越前 第14部 大岡越前 第14部 大岡越前 第14部 斬り捨て御免！ 子連れ狼 第2部
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#8 #9 #10 #11 #7 #4
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 斬り捨て御免！ 子連れ狼 第2部
#18 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

 8:55 4K『仁義なき戦い』劇場のすべて #19 #20 #21 #22 #8 #5
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【鬼平クラシックス】

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
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#11 #12 #13 #14 #15 #9 #39
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 仕掛人・藤枝梅安 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#142 #143 #144 #145 #146 梅安流れ星 #4
11:00 11:00［終］　 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

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 金さんVS女ねずみ 金さんVS女ねずみ 主演：小林桂樹 剣客商売４
#1

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

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 特選！大江戸買い物帳 大岡越前 第1部
12:30 隠密剣士 第二部 12:30 隠密剣士 第二部 12:30 隠密剣士 第二部 12:30 隠密剣士 第二部 12:30 隠密剣士 第二部 勝海舟　第二部

忍法甲賀衆　#4 忍法甲賀衆　#5 忍法甲賀衆　#6 忍法甲賀衆　#7 忍法甲賀衆　#8 #12 幕臣残照
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 ―咸臨丸は沈まず―

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 大岡越前 第1部
天皇の料理番 剣客商売２ ～居眠り磐音 江戸双紙～

#37 #4 #7 #7 #8 #13
14:00 14:00 主演：田村正和

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 大岡越前 第1部
蒼き狼　第一部 蒼き狼　第二部 蒼き狼　第三部 蒼き狼　第四部 仕掛人　藤枝梅安　#2

14:50 #14
15:00 仕掛人　藤枝梅安 15:00 【北大路欣也劇場】 15:00 オリジナル時代劇

主演：加藤剛 主演：加藤剛 主演：加藤剛 主演：加藤剛 #3 子連れ狼 第2部 三屋清左衛門残日録
15:30 生活情報の時間 15:40 生活情報の時間 #6 完結篇

15:45 生活情報の時間 15:45 ４K『仁義なき戦い』劇場の作品紹介 15:55 4K『仁義なき戦い』劇場のすべて 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 第2部 主演：北大路欣也

必殺仕事人Ⅴ　激闘編 必殺仕事人Ⅴ　激闘編 必殺仕事人Ⅴ　激闘編 必殺仕事人Ⅴ　激闘編 必殺仕事人Ⅴ　激闘編 #7
#7

#3 #4 #5 #6 16:55 4K『仁義なき戦い』劇場のすべて 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
仕掛人・藤枝梅安 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#20 #21 #22 #23 #24 梅安晦日蕎麦 #9
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 主演：小林桂樹 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３

#171 #172 #173 #174 #175 18:45 ４K『仁義なき戦い』劇場の作品紹介

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 #3
［終］　金さんVS女ねずみ ［新］　遠山の金さん 遠山の金さん 遠山の金さん 遠山の金さん 【映画・水戸黄門劇場】 19:20 オリジナル時代劇

#1 （映画） 【立春・中村梅雀祭り】
#22 主演：松平健 #2 #3 #4 水戸黄門(1960) 闇の狩人 前篇

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
あばれ医者　嵐山 あばれ医者　嵐山 あばれ医者　嵐山 あばれ医者　嵐山 あばれ医者　嵐山 主演：月形龍之介

主演：中村梅雀
#3 #4 #5 #6 #7 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 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 新春☆マツケン音楽祭 【恋する時代劇】

(映画)
#32 #33 #34 #35 #36 出演：松平健 BALLAD

22:00 22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00 【佐伯泰英劇場】 22:00 名もなき恋のうた
［終］　笹沢左保 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】
「峠」シリーズ 天皇の料理番 剣客商売２ ～居眠り磐音 江戸双紙～ (舞台)

#4 #5 #8 #8 #9 燃ゆる風
23:00 ―軍師・竹中半兵衛― 出演：草彅剛／新垣結衣

23:00 23:00 23:00 23:00 23:00
夢と承知で （映画） 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 令和の談志 23:30

鼠小僧大江戸青春絵図 子連れ狼 佐七一番手柄 凶悪のけものを追え！ ～没後１０年立川談志傑作選～ (映画)
0:00 その小さき手に 「権助提灯」 出演：七海ひろき／真彩希帆ほか 大奥

「野ざらし」 ※七海ひろきインタビュー付き スペシャル・エディション版
主演：風間杜夫 主演：田村正和 主演：堤大二郎 主演：堤大二郎 「鼠穴」

出演：仲間由紀恵／西島秀俊

1:00  1:00  1:00  1:00  1:00
必殺仕事人Ⅴ旋風編  1:05 必殺仕事人Ⅴ旋風編 必殺仕事人Ⅴ旋風編  1:15 子連れ狼１

必殺仕事人Ⅴ旋風編 必殺仕事人Ⅴ旋風編
#4 #5 #6 #7 #8 #25

2:00  2:00　(アニメ)  2:00　(アニメ)  2:00　(アニメ)  2:00　(アニメ)  2:00  2:00
ノブナガ・ザ・フール　#7 ノブナガ・ザ・フール　#9 ノブナガ・ザ・フール　#11 ノブナガ・ザ・フール　#13  2:05　(アニメ) ［終］　子連れ狼１ (映画)

 2:30  2:30  2:30  2:30 ノブナガ・ザ・フール　#15 多十郎殉愛記
ノブナガ・ザ・フール　#8 ノブナガ・ザ・フール　#10 ノブナガ・ザ・フール　#12 ノブナガ・ザ・フール　#14  2:35　(アニメ) #26

3:00 ノブナガ・ザ・フール　#16
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 インフォメーション 3:05 インフォメーション 出演：高良健吾／多部未華子

インフォメーション

 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。



時代劇専門チャンネル　2022年2月編成表

02/14(月) 02/15(火) 02/16(水) 02/17(木) 02/18(金) 02/19(土) 02/20(日)
4:00  4:00 （前日の続き）  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

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 若さま侍捕物帳 さむらい探偵事件簿
放送機器メンテナンスのため

#8 放送休止 #9 #10 #11 #4 #13
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 若さま侍捕物帳 ［終］　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

#118 #119 #120 #121 #5 #14
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

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 若さま侍捕物帳 町奉行日記

#15 #16 #17 #18 #6  主演：高橋英樹
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 斬り捨て御免！ 子連れ狼 第2部
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#12 #13 #14 #15 #16 #10 #6
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 斬り捨て御免！ 子連れ狼 第2部
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#23 #24 #25 #26 #27 #11 #7
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【鬼平クラシックス】

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
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#16 #17 #18 #19 #20 #12 #40
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 仕掛人・藤枝梅安 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#147 #148 #149 #150 #151 梅安迷い箸 #5
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

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 主演：小林桂樹 剣客商売４

#5 #6 #7 #8 #9 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 TV初放送！オリジナル時代劇

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 殺すな
12:30 隠密剣士 第二部 12:30 隠密剣士 第二部 12:30 隠密剣士 第二部 12:30 隠密剣士 第二部 12:30［終］ 隠密剣士 第二部 出演:中村梅雀

忍法甲賀衆　#9 忍法甲賀衆　#10 忍法甲賀衆　#11 忍法甲賀衆　#12 忍法甲賀衆　#13 #15 柄本佑／安藤サクラ
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 藤沢周平の人情しぐれ町 陽炎の辻 大岡越前 第1部 必殺スペシャル
天皇の料理番　#5 剣客商売２ ～居眠り磐音 江戸双紙～ 勢ぞろい仕事人！

#38 13:55 4K『仁義なき戦い』劇場のすべて #8 #8 #9 #16 春雨じゃ、悪人退治
14:00 14:00

14:00 14:00 14:00 14:00 チャンネル初放送！ 14:00 大岡越前 第1部 主演：藤田まこと
佐武と市捕物控 佐武と市捕物控 大暴れ！一心太助 【映画・水戸黄門劇場】 仕掛人　藤枝梅安　#4

冬夏の章 天下の御意見番 (映画) 14:50 #17 14:45 生活情報の時間
15:00  大久保彦左衛門罷り通る 水戸黄門漫遊記 ［終］　仕掛人　藤枝梅安 15:00 【北大路欣也劇場】 15:00 オリジナル時代劇

出演：小池徹平／遠藤憲一 出演：小池徹平／遠藤憲一 #5 子連れ狼 第2部 三屋清左衛門残日録
主演：風間杜夫 主演：中村鴈治郎（二代目） #8 三十年ぶりの再会

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 第2部 主演：北大路欣也

必殺仕事人Ⅴ　激闘編 必殺仕事人Ⅴ　激闘編 必殺仕事人Ⅴ　激闘編 必殺仕事人Ⅴ　激闘編 必殺仕事人Ⅴ　激闘編 #9

#8 #9 #10 #11 #12 16:45 生活情報の時間 16:55 4K『仁義なき戦い』劇場のすべて

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 ［終］　大岡越前 第15部 大岡越前 健さんに逢いたい 新春☆マツケン音楽祭 鬼平犯科帳６

２時間スペシャル ～映画俳優・高倉健 仕掛人・藤枝梅安 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#25 #26 　歌の世界～ 出演：松平健 梅安針供養 #10

18:00 18:00 18:00 主演：加藤剛 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 主演：小林桂樹 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
#176 #177 18:55 4K『仁義なき戦い』劇場のすべて #178 #179 #4

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 オリジナル時代劇
遠山の金さん 遠山の金さん 遠山の金さん 遠山の金さん ［終］　遠山の金さん (映画) 【立春・中村梅雀祭り】

千利休 本覺坊遺文 闇の狩人 後篇
#5 #6 #7 #8 #9

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
あばれ医者　嵐山 あばれ医者　嵐山 あばれ医者　嵐山 あばれ医者　嵐山 ［終］　あばれ医者　嵐山 主演：奥田瑛二 主演：中村梅雀

#8 #9 #10 #11 #12 20:45 ４K『仁義なき戦い』劇場の作品紹介

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 ［終］　柳生一族の陰謀 ［新］　吉原裏同心 吉原裏同心 【ｱﾝｺｰﾙ氷川きよしの世界】 天下の御意見番

#37 #1 氷川きよし特別公演 罷り通る　彦左衛門外記
21:55 4K『仁義なき戦い』劇場のすべて #38 #39 主演：小出恵介 #2 第一部 主演：三船敏郎

22:00 22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00 【佐伯泰英劇場】 「銭形平次 22:00
【渡哲也　時代劇の仕事】 22:00 22:00 藤沢周平の人情しぐれ町 陽炎の辻 ～きよしの平次 青春編～」 令和の談志

四匹の用心棒 天皇の料理番 剣客商売２ ～居眠り磐音 江戸双紙～ ～没後１０年立川談志傑作選～

#6 #9 #9 #10 主演：氷川きよし 「包丁」
23:00 ※氷川きよし独占ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ付 「雑俳」

主演：渡哲也 23:00 23:00 23:00 23:00 23:20 「らくだ」
［解］　御用牙 新吾十番勝負１ 新吾十番勝負２ 新吾十番勝負３ 氷川きよし特別公演

　第二部
0:00  「氷川きよしコンサート2011in明治座」

主演：渡辺謙 主演：国広富之 主演：国広富之 主演：国広富之
※氷川きよし独占ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ付

 0:45４K『仁義なき戦い』劇場の作品紹介  0:55 4K『仁義なき戦い』劇場のすべて 0:45日本の城　北陸・東海編2

1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00
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 ［新］　子連れ狼２ 【渡哲也　時代劇の仕事】

#1 浮浪雲
1：00 ～7：00（6時間） #9 #10 #11 #12 主演：萬屋錦之介 #4

2:00 放送機器メンテナンスのため  2:00　(アニメ)  2:00　(アニメ)  2:00　(アニメ)  2:00　(アニメ)  2:00  2:00
放送休止 ノブナガ・ザ・フール　#17 ノブナガ・ザ・フール　#19 ノブナガ・ザ・フール　#21 ノブナガ・ザ・フール　#23 子連れ狼２ 浮浪雲

 2:30  2:30  2:30  2:30［終］　(アニメ)
ノブナガ・ザ・フール　#18 ノブナガ・ザ・フール　　#20 ノブナガ・ザ・フール　#22 ノブナガ・ザ・フール　#24 #2 #5

3:00  3:00  3:00
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 インフォメーション 子連れ狼２ 浮浪雲

#3 #6
 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。



時代劇専門チャンネル　2022年2月編成表

02/21(月) 02/22(火) 02/23(水・祝) 02/24(木) 02/25(金) 02/26(土) 02/27(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

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 若さま侍捕物帳
次郎長三国志

#12 #13 #14 #15 #16 #7 勢揃い二十八人衆喧嘩旅！

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 若さま侍捕物帳

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
#122 #123 #124 #125 #126 #8 主演：北大路欣也

6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00
将軍家光忍び旅 将軍家光忍び旅 将軍家光忍び旅 ［終］　将軍家光忍び旅 ［新］　将軍家光忍び旅Ⅱ 若さま侍捕物帳

#1  6:40 歴史を訪ねて
#19 #20 #21 #22 #9 日本の城 現存天守編

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14部 大岡越前 第14部 大岡越前 第14部 大岡越前 第14部 主演：三田村邦彦 斬り捨て御免！ 子連れ狼 第2部

＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#17 #18 #19 #20 #13 #8

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 斬り捨て御免！ 子連れ狼 第2部

＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#28 #29 #30 #31 #32 #14 #9

9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【鬼平クラシックス】
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

＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#21 #22 #23 #24 #25 #15 #41

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　#156 仕掛人・藤枝梅安 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#152 #153 #154 #155 10:55 4K『仁義なき戦い』劇場のすべて 梅安晦日蕎麦 #6

11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
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 主演：小林桂樹 剣客商売４

#10 #11 #12 #13 #14 11:45 生活情報の時間 #5
12:00 12:00　ますおか増田＆ 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

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 特選！大江戸買い物帳 大岡越前 第1部 必殺スペシャル
12:30［新］　隠密剣士 12:30 12:30 12:30 12:30 仕事人VSオール江戸警察

#1　主演：荻島真一 隠密剣士　#2 隠密剣士　#3 隠密剣士　#4 隠密剣士　#5 #18
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 主演：藤田まこと

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 大岡越前 第1部
天皇の料理番 剣客商売２ ～居眠り磐音 江戸双紙～

#39 #6 #9 #9 #10 #19 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 大岡越前 第1部 健さんに逢いたい
十六文からす堂 十六文からす堂 (映画) 【映画・水戸黄門劇場】 仕掛人　藤枝梅安スペシャル ～映画俳優・高倉健

江戸占い謎を斬る 初夜は死の匂い 丹下左膳 (映画) 対決 #20  歌の世界～
15:00 百万両の壺 水戸黄門(1960) 15:00 【北大路欣也劇場】 15:00 オリジナル時代劇

主演：天知茂 主演：天知茂 主演：渡辺謙 子連れ狼 第2部 三屋清左衛門残日録
主演：豊川悦司 主演：月形龍之介 #10 新たなしあわせ

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 子連れ狼 第2部 主演：北大路欣也

必殺仕事人Ⅴ　激闘編 必殺仕事人Ⅴ　激闘編 16:05 必殺仕事人Ⅴ　激闘編 必殺仕事人Ⅴ　激闘編 #11
必殺仕事人Ⅴ　激闘編

#13 #14 #15 #16 #17 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】

［新］　名奉行 大岡越前 名奉行 大岡越前 名奉行 大岡越前 名奉行 大岡越前 名奉行 大岡越前 ［終］　鬼平犯科帳６
#1 仕掛人・藤枝梅安 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

主演：北大路欣也 #2 #3 #4 #5 梅安岐れ道 #11
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 主演：小林桂樹 ［終］　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

#180 #181 #182 #183 #184 #5
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 オリジナル時代劇

［新］　三匹が斬る！ 三匹が斬る！ 三匹が斬る！ 三匹が斬る！ 三匹が斬る！ (映画) 【立春・中村梅雀祭り】
#1 #2 忍　SHINOBI 池波正太郎時代劇スペシャル

主演：高橋英樹 19:55 4K『仁義なき戦い』劇場のすべて #3 #4 #5 「雨の首ふり坂」
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00

［新］　八百八町夢日記 八百八町夢日記 八百八町夢日記 八百八町夢日記 八百八町夢日記 出演：仲間由紀恵 主演：中村梅雀
#1 ／オダギリジョー

主演：里見浩太朗 #2 #3 #4 #5
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

吉原裏同心 吉原裏同心 吉原裏同心 吉原裏同心 吉原裏同心 【ｱﾝｺｰﾙ氷川きよしの世界】 【生誕100年 山田風太郎】
明治座創業140周年記念ファイナル (映画)

#3 #4 #5 #6 #7 　氷川きよし特別公演 魔界転生(1981)
22:00 22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00 【佐伯泰英劇場】 　第一部

【渡哲也　時代劇の仕事】 22:00 22:00 藤沢周平の人情しぐれ町 ［終］　陽炎の辻 「銭形平次～きよしの平次 立志編～」

大激闘！四匹の用心棒 天皇の料理番 剣客商売２ ～居眠り磐音 江戸双紙～ 出演：千葉真一／沢田研二
#7 #10 #10 #11 主演：氷川きよし

23:00 ※氷川きよし独占ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ付
主演：渡哲也 23:00 23:00 23:00 23:00 23:10　チャンネル初放送！

(映画) 【恋する時代劇】 【恋する時代劇】 【恋する時代劇】 23:30 (映画)
水戸黄門(1978) (映画) (映画) (映画) 明治座創業140周年記念ファイナル 魔界転生(2003)

0:00 BALLAD 大奥 多十郎殉愛記 　氷川きよし特別公演
名もなき恋のうた スペシャル・エディション版  第二部

 0:30［新］　伝説の殺陣集団 主演：東野英治郎 出演：高良健吾／多部未華子 「氷川きよしコンサート2013in明治座」 出演：窪塚洋介／佐藤浩市
東映剣会　#1 ※氷川きよし独占ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ付

1:00  1:00  1:00［終］ 出演：草彅剛／新垣結衣 出演：仲間由紀恵／西島秀俊  1:00  1:00  1:00
必殺仕事人Ⅴ旋風編 必殺仕事人Ⅴ旋風編 ［新］　必殺仕舞人 子連れ狼２ 【渡哲也　時代劇の仕事】

 1:30 ４K『仁義なき戦い』劇場の作品紹介  1:30　歴史を訪ねて #1 浮浪雲
#13 #14  1:45  日本の城 現存天守編2 日本の城 九州・沖縄編 主演：京マチ子 #4 #7

2:00  2:00  2:00  2:00
［解］　人形佐七捕物帖  2:00［新］猫忍 #1 主演：大野拓朗 2:00　　 猫忍　#5 2:00　　猫忍　#9 2:00 チャンネル初放送！ 子連れ狼２ 浮浪雲
死をよぶ猫は金の爪  2:30  2:30  2:30 (映画)

猫忍　#2 猫忍　#6 猫忍　#10 劇場版　猫忍 #5 #8
3:00 主演：片岡孝夫  3:00  3:00  3:00［終］　猫忍  3:00  3:00

（現・片岡仁左衛門） 猫忍　#3 猫忍　#7 #11 子連れ狼２ 浮浪雲
 3:30  3:30 3:30 主演：大野拓朗

猫忍　#4 猫忍　#8 インフォメーション #6 #9
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【特選！日替り時代劇】

チャンネル初放送！　　　【ニャン！ニンニン！猫&忍者の日 「猫忍」ドラマ&映画一挙放送】

【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。



時代劇専門チャンネル　2022年2月編成表

02/28(月)
4:00  4:00

大岡越前 第12部

#17
5:00  5:00

吉宗評判記
暴れん坊将軍

#127
6:00  6:00

将軍家光忍び旅Ⅱ

#2
7:00  7:00

大岡越前 第14部

#21
8:00  8:00

柳生一族の陰謀

#33
9:00  9:00

［終］　江戸の激斗

#26
10:00 10:00

吉宗評判記
暴れん坊将軍

#157
11:00 11:00

金さんVS女ねずみ

#15
12:00 12:00

特選！大江戸買い物帳
12:30

隠密剣士　#6
13:00 13:00 【鬼平クラシックス】

鬼平犯科帳'69

#40
14:00 【午後のスペシャルアワー】

14:00
剣客商売
婚礼の夜

15:00
主演：北大路欣也

16:00 16:00
必殺仕事人Ⅴ　激闘編

#18
17:00 17:00

名奉行 大岡越前

#6
18:00 18:00

吉宗評判記
暴れん坊将軍

#185
19:00 19:00

三匹が斬る！

#6
20:00 20:00

八百八町夢日記

#6
21:00 21:00

吉原裏同心

#8
22:00 22:00

【渡哲也　時代劇の仕事】
大逆襲！四匹の用心棒

23:00
主演：渡哲也

0:00

 0:30　伝説の殺陣集団
東映剣会　#2

1:00  1:00
必殺仕舞人

#2
2:00  2:00

[新] 女ねずみ小僧
#1

3:00 主演：大地真央

3:30
インフォメーション

 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。




