
時代劇専門チャンネル　2022年5月編成表

05/01(日)
4:00  4:00

［新］　宮本武蔵
#1

主演：北大路欣也
5:00  5:00

宮本武蔵

#2
6:00  6:00

宮本武蔵

#3
7:00  7:00 【北大路欣也劇場】

子連れ狼　完結編
#7

主演：北大路欣也
8:00  8:00

子連れ狼　完結編

#8
9:00  9:00 【鬼平クラシックス】

鬼平犯科帳'69
#50

主演：初代 松本白鸚
10:00 10:00 <GW>【5.1(こい)のぼり!

TV時代劇ホリデー11時間SP】

［終］　鬼平犯科帳７＜4K版＞

 #15　主演：中村吉右衛門
11:00 11:00

剣客商売５
#3

主演：藤田まこと
12:00 12:00

暴れん坊将軍Ⅱ
【セレクション放送】 #1

主演：松平健
13:00 13:00

八百八町夢日記２
【セレクション放送】 #1

主演：里見浩太朗
14:00 14:00

必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編
【セレクション放送】 #1

主演：藤田まこと
15:00

15:00
剣客商売 御老中暗殺

16:00
主演：北大路欣也

16:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて

17:00 17:00
鬼平犯科帳７

＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#9

18:00 18:00
剣客商売４

#9
主演：藤田まこと

19:00 19:00
大岡越前　２時間スペシャル

20:00 主演：加藤剛

21:00 21:00
仕掛人・藤枝梅安

梅安蟻地獄

22:00 主演：小林桂樹

23:00
23:00

（舞台）
花のいそぎ

0:00

出演：真飛聖
／ 琴まりえ ほか

1:00
※前後解説付き
ゲスト:真飛聖

2:00  2:00
御金蔵破り

3:00 主演：若山富三郎

 4:00

【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「東映ヤクザ映画傑作選」の作品紹介 #2
・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネルpresents「東映ヤクザ映画傑作選」のすべて #2
・生活情報の時間
・おひるの生活情報の時間
・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～
・感謝×還元！産直グルメ旅 in 北海道
・インフォメーション

・5/1(日)10:00～21:00の番組 …
・5/2(月)～6(金)13:00～18:00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。

・5/7(土)23:10 ～ ｢薩摩飛脚」
・5/8(日)21:00 ～ ｢刺客街道」
・5/8(日)23:00 ～ ｢花隠密」
・5/12(木)14:00 ～ ｢快傑黒頭巾(主演：若山富三郎)」
・5/15(日)23:15 ～ ｢愛妻武士道」
・5/16(月)14:00 ～ ｢怪盗鼠小僧といれずみ判官」
・5/17(火)14:00 ～ ｢花隠密」
・5/23(月)23:00 ～ ｢刺客街道」
・5/26(木)23:00 ～ ｢人形佐七捕物帖 死をよぶ猫は金の爪」
・5/29(日)5:00 ～ ｢愛妻武士道」
・5/31(日)14:00 ～ ｢鞍馬天狗(主演：松平健)」

■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。



時代劇専門チャンネル　2022年5月編成表

05/02(月) 05/03(火・祝) 05/04(水・祝) 05/05(木・祝) 05/06(金) 05/07(土) 05/08(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 宮本武蔵
#12 主演：若山富三郎

主演：加藤剛 #13 #14 #15 #16 #4
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00

吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 (映画) 宮本武蔵
#172 眠狂四郎殺法帖

主演：松平健 #173 #174 #175 #176 #5
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

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：市川雷蔵 宮本武蔵
#25 #1  6:30　歴史を訪ねて

主演：杉良太郎 #26 主演：小林桂樹 #2 #3  日本の城 関東・甲信越編 #6
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 【北大路欣也劇場】

名奉行 大岡越前２ 名奉行 大岡越前２ 名奉行 大岡越前２ 名奉行 大岡越前２ 名奉行 大岡越前２ 斬り捨て御免！２ 子連れ狼　完結編
#5 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

主演：北大路欣也 #6 #7 #8 #9 #16 #9
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

旗本退屈男 旗本退屈男 旗本退屈男 旗本退屈男 ［終］　旗本退屈男 斬り捨て御免！２ ［終］　子連れ狼　完結編
#21 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

主演：市川右太衛門 #22 #23 #24 #25 #17 #10
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【鬼平クラシックス】

八百八町夢日記 ［終］　八百八町夢日記 ［新］　八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 斬り捨て御免！２ 鬼平犯科帳'69
#33 #1 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

主演：里見浩太朗 #34 主演：里見浩太朗 #2 #3 #18 #51
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　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 はぐれ狼 ［新］　鬼平犯科帳８
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#200 #201 #202 #203 #204 #1
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 主演：中村梅之助 主演：中村吉右衛門

続・三匹が斬る！ 続・三匹が斬る！ 続・三匹が斬る！ 続・三匹が斬る！ 続・三匹が斬る！
#8 11:30

主演：高橋英樹 #9 #10 #11 #12 11:45 生活情報の時間 剣客商売５
12:00 12:00　感謝×還元！ 12:00 12:00 12:00 12:00　感謝×還元！ 12:00

産直グルメ旅 in 北海道 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 産直グルメ旅 in 北海道 大岡越前 第2部 #4
12:30　変身忍者 嵐　#2 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 生活情報の時間

主演：南城竜也 変身忍者 嵐　#3 変身忍者 嵐　#4 変身忍者 嵐　#5 変身忍者 嵐　#6 #19 12:45 東映ヤクザ映画傑作選の作品紹介

13:00 13:00 13:00
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 大岡越前 第2部 騎馬奉行がゆく

鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳スペシャル
山吹屋お勝 兇賊 一本眉 引き込み女 雨引の文五郎 #20

14:00 14:00 主演：高橋英樹
主演：中村吉右衛門 主演：中村吉右衛門 主演：中村吉右衛門 主演：中村吉右衛門 主演：中村吉右衛門 大岡越前 第2部

14:45 生活情報の時間 14:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて 14:45 生活情報の時間 14:45 生活情報の時間 #21
15:00 【北大路欣也劇場】 15:00

15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 ［新］　国盗り物語　#1 大江戸無頼　河内山宗俊
剣客商売 剣の誓約 剣客商売 鬼熊酒屋 剣客商売　陽炎の男 剣客商売 手裏剣お秀 剣客商売　婚礼の夜 主演：北大路欣也

15:50
16:00 国盗り物語 主演：丹波哲郎

主演：北大路欣也 主演：北大路欣也 主演：北大路欣也 主演：北大路欣也 主演：北大路欣也 #2

16:45 生活情報の時間 16:45 生活情報の時間 16:45 生活情報の時間 16:45 生活情報の時間
17:00 17:00【「大岡越前」完全放送スタート】 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］　大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳７
#1 高萩の捨五郎 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

主演：加藤剛 #2 #3 #4 #5 #10
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 主演：中村吉右衛門 18:00

暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 剣客商売４
#20

主演：松平健 #21 #22 #23 #24 #10
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00

続続・三匹が斬る！ 続続・三匹が斬る！ 続続・三匹が斬る！ 続続・三匹が斬る！ 続続・三匹が斬る！ 必殺スペシャル ひらり又四郎危機一髪！
#11 恐怖の大仕事

主演：高橋英樹 #12 #13 #14 #15 水戸・尾張・紀伊
20:00 主演：高橋英樹

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
(映画) チャンネル初放送！ (映画) 主演：藤田まこと

樅ノ木は残った 寛永風雲録 桜田門外ノ変 (映画) 雨あがる
21:00 激突！知恵伊豆対由比正雪 雷桜 21:00 21:00

主演：寺尾聰 (映画) ［解］　刺客街道
主演：大沢たかお 出演：岡田将生／蒼井優 夜叉ヶ池

21:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて ＜4Kデジタルリマスター版＞

22:00 主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗 22:00 主演：加藤剛
へそ曲がり新左

22:30 東映ヤクザ映画傑作選の作品紹介 22:30 出演：坂東玉三郎／加藤剛
22:45 日本の城 近畿編2 日本の城 近畿編 主演： 菅原文太 22:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて

23:00
23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:10 ［解］　花隠密

(舞台) （舞台） （舞台） （舞台） （舞台） ［解］　薩摩飛脚
燃ゆる風 紫子 幕末太陽傳 壬生義士伝 風の次郎吉

0:00 －軍師・竹中半兵衛－ －とりかえばや異聞－  －大江戸夜飛翔－ 主演：加藤剛
 出演：霧矢大夢 出演：早霧せいな 出演：望海風斗 主演：平幹二朗

出演：七海ひろき ／蒼乃夕妃 ほか ／咲妃みゆ　ほか ／真彩希帆 ほか 出演：北翔海莉
／真彩希帆　ほか ／仙名彩世　ほか

1:00 ※前後解説付き ※前後解説付き ※前後解説付き  1:00  1:00
※前後解説付き ゲスト:霧矢大夢 ゲスト:早霧せいな ゲスト:望海風斗 ※前後解説付き 子連れ狼３
ゲスト:七海ひろき  1:30  1:30  1:30 ゲスト:北翔海莉 #7 松本清張の西海道談綺

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 コメントゲスト：瀬戸かずや 主演：萬屋錦之介
2:00  2:00

 2:10 #22 #23 #24  2:15 子連れ狼３ 主演：松平健
必殺仕事人Ⅴ　激闘編  2:30  2:30  2:30 必殺仕事人Ⅴ　激闘編
#21　主演：藤田まこと 将軍家光忍び旅 将軍家光忍び旅 将軍家光忍び旅 #8

3:00  3:00 #25  3:00
将軍家光忍び旅 #17 #18 #19  3:15 子連れ狼３

#16  3:30  3:30  3:30 新・御金蔵破り  3:30
主演：三田村邦彦 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 #9 インフォメーション

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

〈GW特別企画〉【まだ間に合う！「鬼平犯科帳スペシャル」5日連続放送】

【時代劇で紡ぐ日本の情景】

〈GW特別企画〉 【北大路欣也主演「剣客商売」6日連続放送】

〈GW特別企画〉【華麗なる宝塚歌劇の世界～Season3～】アンコール

〈GW〉【里見浩太朗主演 大型時代劇2夜連続放送！】

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。

15:00

23:00



時代劇専門チャンネル　2022年5月編成表

05/09(月) 05/10(火) 05/11(水) 05/12(木) 05/13(金) 05/14(土) 05/15(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 宮本武蔵
主演：若山富三郎

#17 #18 #19 #20 #21 #7
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00

吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 (映画) 宮本武蔵
瞼の母

#177 #178 #179 #180 #181 #8
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

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 主演：中村錦之助 宮本武蔵

#4 #5 #6 #7 #8  6:45 東映ヤクザ映画傑作選の作品紹介 #9
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 【北大路欣也劇場】

［終］　名奉行 大岡越前２ ［新］　八州廻り桑山十兵衛 八州廻り桑山十兵衛 八州廻り桑山十兵衛 八州廻り桑山十兵衛 斬り捨て御免！２ ［新］　国盗り物語
捕物控ぶらり旅　#1 捕物控ぶらり旅 捕物控ぶらり旅 捕物控ぶらり旅 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ #1

#10 主演：北大路欣也 #2 #3 #4 #19 主演：北大路欣也
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

［新］　鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 斬り捨て御免！２ 国盗り物語
#1 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

主演：丹波哲郎 #2 #3 #4 #5 #20 #2
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【鬼平クラシックス】

八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 斬り捨て御免！２ 鬼平犯科帳'69
#7 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#4 #5 #6  9:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて #8 #21 #52
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　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 ［終］　吉宗評判記　暴れん坊将軍 ［新］　暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳８
#1 山吹屋お勝 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#205 #206 #207 主演：松平健 #2 #2
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 主演：中村吉右衛門 11:00

続・三匹が斬る！ 続・三匹が斬る！ 続・三匹が斬る！ 続・三匹が斬る！ 続・三匹が斬る！ 剣客商売５

#13 #14 #15 #16 #17 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　感謝×還元！ 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 産直グルメ旅 in 北海道 大岡越前 第2部 仕掛人・藤枝梅安
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 梅安蟻地獄

変身忍者 嵐　#7 変身忍者 嵐　#8 変身忍者 嵐　#9 変身忍者 嵐　#10 変身忍者 嵐　#11 #23
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：小林桂樹

鬼平犯科帳'69　#49 13:00 13:00 藤沢周平の用心棒日月抄 陽炎の辻２～居眠り磐音 江戸双紙～ 大岡越前 第2部
主演：初代 松本白鸚 将軍の隠密！影十八　#4 剣客商売４　#3 #8 #9　主演：山本耕史

13:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて 主演：三田村邦彦 主演：藤田まこと 主演：小林稔侍 13:45 東映ヤクザ映画傑作選の作品紹介 #24 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2部
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 ［解］　快傑黒頭巾 【特集・加藤剛】 樅ノ木は残った

金沢篇 久留米篇 剣客商売　辻斬り #25
15:00 15:00 【北大路欣也劇場】

主演：萬屋錦之介 主演：萬屋錦之介 主演：萬屋錦之介 主演：若山富三郎 国盗り物語
主演：加藤剛 #3

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 主演：里見浩太朗
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 国盗り物語

必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 #4
#11

#8 #9 #10 16:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて #12 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1部 大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳７
一寸の虫 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#6 #7 #8 #9 #10 #11
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 主演：中村吉右衛門 18:00

暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ ［終］　剣客商売４

#25 #26 #27 #28 #29 #11
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00【映画「大魔神」4K

続続・三匹が斬る！ 続続・三匹が斬る！ 続続・三匹が斬る！ ［終］　続続・三匹が斬る！ 健さんに逢いたい 必殺スペシャル 三部作一挙放送】
～映画俳優・高倉健 仕事人大集合 チャンネル初放送！

#16 #17 #18 #19  歌の世界～ (映画)
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 主演：藤田まこと 大魔神

八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２  ＜4Kデジタル修復版>
主演：高田美和

#14 #15 #16 #17 #18 20:45
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 【時代劇で紡ぐ日本の情景】

鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 (映画) (映画)
写楽 桜田門外ノ変

#16 #17 #18 #19 #20
22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00 【佐伯泰英劇場】

22:00 22:00 22:00 ［終］　藤沢周平の 陽炎の辻２ 主演：真田広之 主演：大沢たかお
熱血！周作がゆく　#4 将軍の隠密！影十八 剣客商売４ 用心棒日月抄 ～居眠り磐音 江戸双紙～

主演：中村俊介 #5 #4 #9 #10
23:00

23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:15
（映画） （映画） (映画) (映画) お助け信兵衛 23:25 ［解］　愛妻武士道

眠狂四郎殺法帖 座頭市物語 瞼の母 十三人の刺客 人情子守唄 (舞台)
0:00 令和千本桜～義経と弁慶

主演：市川雷蔵 主演：勝新太郎 主演：中村錦之助 主演：片岡千恵蔵 主演：高橋英樹 スペシャルエディション 主演：加藤剛

 0:45 東映ヤクザ映画傑作選の作品紹介  0:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて 出演：コロッケ／七海ひろき
1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00

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  1:10 必殺仕事人Ⅴ　激闘編 子連れ狼３ 日本犯科帳　隠密奉行
必殺仕事人Ⅴ　激闘編

#26 #27 #28 #29 #30 #10
2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00 主演：萬屋錦之介

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 将軍家光忍び旅Ⅱ 子連れ狼３

#20 #21 #22 #1 #2 #11
3:00  3:00  3:00  3:00  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 主演：三田村邦彦 御金蔵破り　家康の首 子連れ狼３ インフォメーション

#12
 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。



時代劇専門チャンネル　2022年5月編成表

05/16(月) 05/17(火) 05/18(水) 05/19(木) 05/20(金) 05/21(土) 05/22(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14部 大岡越前 第14部 ［終］　大岡越前 第14部 ［新］　大岡越前 第15部 大岡越前 第15部 宮本武蔵
#1 主演：若山富三郎

#22 #23 #24 主演：加藤剛 #2  4:45 #10
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00 (映画)  5:00

吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 十三人の刺客 宮本武蔵

#182 #183 #184 #185 #186 #11
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00 主演：片岡千恵蔵  6:00

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 宮本武蔵

#9 #10 #11 #12 #13 #12
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 【北大路欣也劇場】

八州廻り桑山十兵衛 八州廻り桑山十兵衛 八州廻り桑山十兵衛 ［終］　八州廻り桑山十兵衛 しぶとい連中 斬り捨て御免！２ 国盗り物語
捕物控ぶらり旅 捕物控ぶらり旅 捕物控ぶらり旅 捕物控ぶらり旅 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#5 #6 #7 #8 主演： 菅原文太 #22 #3
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 斬り捨て御免！２ 国盗り物語
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#6 #7 #8 #9 #10 #23 #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】

八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 斬り捨て御免！２ 鬼平犯科帳'69
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#9 #10 #11 #12 #13 #24 #53
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】

暴れん坊将軍Ⅱ ［新］　続続・三匹が斬る！ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳８
#1 兇賊 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#3 #4 #5 #6 #3
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 主演：中村吉右衛門 11:00

［終］　続・三匹が斬る！ 主演：高橋英樹 続続・三匹が斬る！ 続続・三匹が斬る！ 続続・三匹が斬る！ 剣客商売５

#18 #2 #3 #4 11:45 生活情報の時間 #6
12:00 12:00　感謝×還元！ 12:00 12:00 12:00 12:00　感謝×還元！ 12:00 12:00【映画「大魔神」4K

産直グルメ旅 in 北海道 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 産直グルメ旅 in 北海道 大岡越前 第2部 三部作一挙放送】
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 チャンネル初放送！

変身忍者 嵐　#12 変身忍者 嵐　#13 変身忍者 嵐　#14 変身忍者 嵐　#15 変身忍者 嵐　#16 #26 (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 大魔神

鬼平犯科帳'69 13:00 13:00 ［終］　藤沢周平の 陽炎の辻２～居眠り磐音 大岡越前 第2部  ＜4Kデジタル修復版>
将軍の隠密！影十八 剣客商売４ 用心棒日月抄 江戸双紙～　#10 主演：高田美和

#50 #5 #4 #9 13:45 生活情報の時間 #27 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 ［終］　大岡越前 第2部
［解］　怪盗鼠小僧と ［解］　花隠密 二人の武蔵 必殺スペシャル 【特集・加藤剛】 寛永風雲録

いれずみ判官 恐怖の大仕事 剣客商売　誘拐 #28 激突！知恵伊豆対由比正雪

15:00 水戸・尾張・紀伊 15:00 【北大路欣也劇場】
主演：若山富三郎 主演：加藤剛 主演：藤岡弘（現・藤岡弘、） 主演：加藤剛 国盗り物語

15:40 生活情報の時間 主演：藤田まこと #5
15:45 生活情報の時間 15:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて 15:45 生活情報の時間 15:45 東映ヤクザ映画傑作選の作品紹介 15:50 主演：里見浩太朗

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 国盗り物語
必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 #6

#13 #14 #15 #16 #17 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1部 大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳７
盗賊婚礼 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#11 #12 #13 #14 #15 #12
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 主演：中村吉右衛門 18:00

暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ ［新］　剣客商売５
#1

#30 #31 #32 #33 #34 18:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて 主演：藤田まこと
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00【特集・加藤剛】 19:00【映画「大魔神」4K

［新］　また又・三匹が斬る！ また又・三匹が斬る！ また又・三匹が斬る！ また又・三匹が斬る！ また又・三匹が斬る！ (映画) 三部作一挙放送】
#1 伊能忠敬 チャンネル初放送！

主演：高橋英樹 #2 #3 #4 #5  ―子午線の夢― (映画)
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 大魔神怒る

八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 主演：加藤剛  ＜4Kデジタル修復版>
主演：本郷功次郎

#19 #20 #21 #22 #23 20:45
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 【時代劇で紡ぐ日本の情景】

鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 21:15 チャンネル初放送！
清水次郎長１ (映画)

#21 #22 #23 #24 #25 勢揃い清水港 雷桜
22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00 【佐伯泰英劇場】

22:00 22:00 22:00 ［新］　悪党狩り 陽炎の辻２～居眠り磐音 主演：西郷輝彦
熱血！周作がゆく 将軍の隠密！影十八 剣客商売４ #1 江戸双紙～　#11 出演：岡田将生／蒼井優

#5 #6 #5 22:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて

23:00 主演：尾上菊五郎 【時代劇プレミアム23】 23:00
23:00 23:00 23:00 23:00 清水次郎長２ 23:15

風の墓標 はやぶさ新八御用帳 橋の上の霜 彫師伊之助捕物覚え 風雪流れ旅 （映画）
大奥の恋人 23:45 東映ヤクザ映画傑作選の作品紹介 消えた女 座頭市物語

0:00  0:00 主演：西郷輝彦
主演：滝田栄 主演：中井貴一 主演：武田鉄矢 裏切りの報酬 主演：中村梅之助 主演：勝新太郎

1:00  1:00［終］ 主演：露口茂  1:00  1:00  1:00
 1:05  1:05 必殺仕事人Ⅴ　激闘編 忠臣蔵異聞 子連れ狼３ 日本犯科帳　隠密奉行

必殺仕事人Ⅴ　激闘編 必殺仕事人Ⅴ　激闘編 生きていた吉良上野介 金沢篇
#31 #32 #33  主演：川谷拓三 #13

2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00 主演：萬屋錦之介
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 子連れ狼３

#3 #4 #5 #6 #7 #14
3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  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 御金蔵破り 子連れ狼３ インフォメーション
佐渡の金山を狙え

#15
 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。



時代劇専門チャンネル　2022年5月編成表

05/23(月) 05/24(火) 05/25(水) 05/26(木) 05/27(金) 05/28(土) 05/29(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 主演：大地真央 ［終］　宮本武蔵
 4:20

#3 #4 #5 #6 #7 女ねずみ小僧スペシャル２　 #13
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00 ごめんじゃすまない  5:00

吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍 美女奪回大博奕！ ［解］　愛妻武士道
主演：大地真央

#187 #188 #189 #190 #191  5:40
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00 女ねずみ小僧スペシャル３ 主演：加藤剛

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  狙われたからくり城！
史上 悪のダイハード

#14 #15 #16 #17 #18 主演：大地真央
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 【北大路欣也劇場】

［新］　隠密奉行　朝比奈１ 隠密奉行　朝比奈１ 隠密奉行　朝比奈１ 隠密奉行　朝比奈１ 隠密奉行　朝比奈１ ［終］　斬り捨て御免！２ 国盗り物語
#1 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

主演：北大路欣也 #2 #3 #4 #5 #25 #5
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75 ［新］　斬り捨て御免！３ 国盗り物語
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ #1

#11 #12 #13 #14 #15 主演：中村吉右衛門 #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】

八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 斬り捨て御免！３ 鬼平犯科帳'69
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#14 #15 #16 #17 #18 #2 #54
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】

暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳８
#10 一本眉 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#7 #8 #9 10:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて #11 #4
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 主演：中村吉右衛門 11:00

続続・三匹が斬る！ 続続・三匹が斬る！ 続続・三匹が斬る！ 続続・三匹が斬る！ 続続・三匹が斬る！ 剣客商売５

#5 #6 #7 #8 #9 11:45 生活情報の時間 #7
12:00 12:00　ますおか増田＆ 12:00 12:00 12:00 12:00　感謝×還元！ 12:00 12:00【映画「大魔神」4K

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 産直グルメ旅 in 北海道 ［新］　大岡越前 第3部 三部作一挙放送】
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 #1 チャンネル初放送！

変身忍者 嵐　#17 変身忍者 嵐　#18 変身忍者 嵐　#19 変身忍者 嵐　#20 変身忍者 嵐　#21 主演：加藤剛 (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 大魔神怒る

鬼平犯科帳'69 13:00 13:00 ［新］　悪党狩り 陽炎の辻２～居眠り磐音 大岡越前 第3部  ＜4Kデジタル修復版>
将軍の隠密！影十八 剣客商売４ #1  江戸双紙～　#11 主演：本郷功次郎

#51 #6 #5 13:45 生活情報の時間 #2 13:45 生活情報の時間
14:00 主演：尾上菊五郎 【午後のスペシャルアワー】 14:00 14:00

14:00 14:00 14:00 14:00 大岡越前 第3部 ひらり又四郎危機一髪！
(映画) (映画) 怪談津の国屋 はぐれ狼

眠狂四郎殺法帖 瞼の母 半七捕物帳 14:45 生活情報の時間 #3
15:00 15:00 15:00 【北大路欣也劇場】 主演：高橋英樹

主演：市川雷蔵 主演：中村錦之助 主演：露口茂 へそ曲がり新左 主演：中村梅之助 国盗り物語
15:40 生活情報の時間 15:30 生活情報の時間 #7
15:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて 15:45 東映ヤクザ映画傑作選の作品紹介 15:45 生活情報の時間 主演： 菅原文太 15:50

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 国盗り物語 16:00
必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 ［終］　必殺仕事人Ⅴ風雲竜虎編 ［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 #8 健さんに逢いたい

#1 ～映画俳優・高倉健
#18 #19 主演：藤田まこと #2 #3 16:45 生活情報の時間  歌の世界～

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1部 大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 大岡越前 第1部 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳７

泥鰌の和助始末 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#16 #17 #18 #19 #20 #13

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 主演：中村吉右衛門 18:00
暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 剣客商売５

#35 #36 #37 #38 #39 #2
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00【特集・加藤剛】 19:00【映画「大魔神」4K

また又・三匹が斬る！ また又・三匹が斬る！ また又・三匹が斬る！ また又・三匹が斬る！ また又・三匹が斬る！ (映画) 三部作一挙放送】
#7 夜叉ヶ池 チャンネル初放送！

#6 19:55 東映ヤクザ映画傑作選のすべて #8 #9 #10 ＜4Kデジタルリマスター版＞ (映画)
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 大魔神逆襲

八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２  ＜4Kデジタル修復版>
出演：坂東玉三郎／加藤剛 主演：二宮秀樹

#24 #25 #26 #27 #28 20:45
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 【時代劇で紡ぐ日本の情景】

［終］　鬼平犯科帳'75 ［新］　新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 21:15 (映画)
#1 清水次郎長３ 雨あがる

#26 主演：沢口靖子 #2 #3 #4 男の涙 石松の 后
22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00 【佐伯泰英劇場】

22:00 22:00 22:00 悪党狩り ［終］　陽炎の辻２ 主演：西郷輝彦 主演：寺尾聰
熱血！周作がゆく 将軍の隠密！影十八 剣客商売４ ～居眠り磐音 江戸双紙～ 22:30

#6 #7 #6 #2 #12 （映画）
23:00 23:00 十三人の刺客

23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 清水次郎長４
［解］　刺客街道 人形佐七捕物帳 人形佐七捕物帳 ［解］　人形佐七捕物帖 陽炎の辻スペシャル 筑波おろし 義俠の仇討

佐七一番手柄 凶悪のけものを追え！ 死をよぶ猫は金の爪 ～居眠り磐音　江戸双紙～ 主演：片岡千恵蔵
0:00 夢の通い路 主演：西郷輝彦

主演：加藤剛 主演：堤大二郎 主演：堤大二郎 主演：片岡孝夫
（現・片岡仁左衛門） 主演：山本耕史

 0:45 東映ヤクザ映画傑作選の作品紹介 0:45 日本の城 近畿編3
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 子連れ狼３ 日本犯科帳　隠密奉行
#1 久留米篇

主演：京マチ子 #2 #3 #4 #5 #16
2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00 主演：萬屋錦之介

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 子連れ狼３

#8 #9 #10 #11 #12 #17
3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  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 女ねずみ小僧スペシャル１ 子連れ狼３ インフォメーション
いけないことだぞ！

大江戸マラソン博奕地獄 #18
 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。



時代劇専門チャンネル　2022年5月編成表

05/30(月) 05/31(火)
4:00  4:00  4:00

大岡越前 第15部 大岡越前 第15部

#8 #9
5:00  5:00  5:00

吉宗評判記　暴れん坊将軍 吉宗評判記　暴れん坊将軍

#192 #193
6:00  6:00  6:00

江戸の激斗 江戸の激斗

#19 #20
7:00  7:00  7:00

隠密奉行　朝比奈１ 隠密奉行　朝比奈１

#6 #7
8:00  8:00  8:00

鬼平犯科帳'75 鬼平犯科帳'75

#16 #17
9:00  9:00  9:00

八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２

#19 #20
10:00 10:00 10:00

暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ

#12 #13
11:00 11:00 11:00

続続・三匹が斬る！ 続続・三匹が斬る！

#10 #11
12:00 12:00　感謝×還元！ 12:00

産直グルメ旅 in 北海道 おひるの生活情報の時間
12:30 12:30

変身忍者 嵐　#22 変身忍者 嵐　#23
13:00 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
将軍の隠密！影十八

#52 #7
14:00

14:00 14:00
必殺スペシャル ［解］　鞍馬天狗
仕事人大集合

15:00
主演：藤田まこと 主演：松平健

15:45 生活情報の時間
16:00 16:00 16:00

必殺仕事人Ⅴ旋風編 必殺仕事人Ⅴ旋風編

#4 #5
17:00 17:00 17:00

大岡越前 第1部 大岡越前 第1部

#21 #22
18:00 18:00 18:00

暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ

#40 #41
19:00 19:00 19:00

また又・三匹が斬る！ また又・三匹が斬る！

#11 #12
20:00 20:00 20:00

八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２

#29 #30
21:00 21:00 21:00

新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ

#5 #6
22:00

22:00 22:00
熱血！周作がゆく 将軍の隠密！影十八

#7 #8
23:00

23:00 23:00
騎馬奉行がゆく 【特集・加藤剛】

(映画)
0:00 伊能忠敬

主演：高橋英樹  ―子午線の夢―

主演：加藤剛
1:00  1:00

必殺仕切人  1:15
必殺仕切人

#6
2:00  2:00 #7

将軍家光忍び旅Ⅱ  2:15
将軍家光忍び旅Ⅱ

#13
3:00  3:00 #14

インフォメーション  3:15
インフォメーション

 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】

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。




