
時代劇専門チャンネル　2022年8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「高倉健劇場4K」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「高倉健劇場4K」のすべて #2
・生活情報の時間
・おひるの生活情報の時間
・ますだおかだ増田 & はるな愛のネギーレ！しあわせ便
・インフォメーション

・8/7(日)10:00～15:00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。

・8/3(水)23:00 ～ ｢闇の歯車(主演：仲代達矢)」
・8/4(木)23:00 ～ ｢地獄の掟」
・8/6(土)23:00 ～「岡っ引どぶ１」
・8/6(土)深夜1:00 ～「岡っ引どぶ２－京洛殺人事件－」
・8/13(土)23:30 ～「岡っ引どぶ３－流人島殺人事件－」
・8/13(土)深夜1:30 ～「岡っ引どぶ４－謎の凧上げ連続殺人事件－」
・8/20(土)23:30 ～「岡っ引どぶ５－風車殺人事件－」
・8/20(土)深夜1:30 ～「岡っ引どぶ６－折鶴殺人事件－」
・8/24(水)14:00 ～ ｢無明剣走る」

■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8月編成表

08/01(月) 08/02(火) 08/03(水) 08/04(木) 08/05(金) 08/06(土) 08/07(日)
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

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 ［新］　隠密奉行　朝比奈１ ［新］　それからの武蔵 ［新］　藤沢周平の人情しぐれ町

捕物控ぶらり旅　#5 捕物控ぶらり旅 捕物控ぶらり旅 捕物控ぶらり旅 #1 #1 #1
主演：北大路欣也 #6 #7 #8 主演：北大路欣也 主演：萬屋錦之介 主演：萩原健一

 5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00
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 それからの武蔵 藤沢周平の人情しぐれ町

#29
主演：松平健 #30 #31 #32 #33 #2 #2

 6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00
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 それからの武蔵 藤沢周平の人情しぐれ町

#25
主演：里見浩太朗 #26 #27 #28 #29 #3 #3

 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2部 大岡越前 第2部 大岡越前 第2部 大岡越前 第2部 大岡越前 第2部 吉宗評判記　暴れん坊将軍 ［終］　徳川風雲録

#3 #7 御三家の野望
主演：加藤剛 #4 #5 #6 #7 主演：松平健 #13　主演：北大路欣也

 8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00
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 吉宗評判記　暴れん坊将軍 （映画）

＜サウンド・リビルド版＞ ＜サウンド・リビルド版＞ ＜サウンド・リビルド版＞ ＜サウンド・リビルド版＞ ＜サウンド・リビルド版＞ 高瀬舟
#15　主演：加藤剛 #16 #17 #18 #19 #8 主演：前田吟 

 9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【鬼平クラシックス】
源九郎旅日記　葵の暴れん坊 源九郎旅日記　葵の暴れん坊 源九郎旅日記　葵の暴れん坊 源九郎旅日記　葵の暴れん坊 源九郎旅日記　葵の暴れん坊 吉宗評判記　暴れん坊将軍 鬼平犯科帳'69

#24
主演：西郷輝彦 #25 #26 #27 #28 #9 #64

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 ［終］　鬼平犯科帳９

浅草・御厩河岸 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#55 #56 #57 #58 #59 #5

11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 主演：中村吉右衛門 11:00
新・三匹が斬る！ 新・三匹が斬る！ 新・三匹が斬る！ 新・三匹が斬る！ 新・三匹が斬る！ 剣客商売１

#14 #7
主演：高橋英樹 #15 #16 #17 #18 11:45 生活情報の時間 主演：藤田まこと

12:00 ますだおかだ増田 & 12:00 12:00 12:00 12:00 ますだおかだ増田 & 12:00 12:00　新たな鬼平・松本幸四郎

はるな愛のネギーレ！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 はるな愛のネギーレ！しあわせ便 大岡越前 第3部 特別番組 第三弾
12:30　参上！天空剣士　 12:30 12:30 12:30 12:30  ～三代目鬼平・萬屋錦之介編～

#19　主演：目黒祐樹 参上！天空剣士　#20 参上！天空剣士　#21 参上！天空剣士　#22 参上！天空剣士　#23 #28 出演：松本幸四郎
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 ゲスト：目黒祐樹

鬼平犯科帳'69 13:00 13:00 悪党狩り 陽炎の辻３～居眠り磐音 大岡越前 第3部 鬼平犯科帳'80【ｾﾚｸｼｮﾝ】#3
将軍の隠密！影十八 剣客商売５　#4 #11 江戸双紙～ #9 主演：山本耕史 主演：萬屋錦之介

#60 #16　主演：三田村邦彦 主演：藤田まこと 主演：尾上菊五郎 13:45 「高倉健劇場４K」の作品紹介#2 #29 13:40
14:00 必殺スペシャル

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 大岡越前 第3部 久しぶり！主水、夢の初仕事

沖田総司 燃えて、散る 浪人八景　雪太郎風流剣 鼠小僧次郎吉 鬼平犯科帳スペシャル 悪人チェック！！
－華麗なる暗殺者－ 炎の剣士　沖田総司 見張りの糸 #30 主演：藤田まこと

15:00 【北大路欣也劇場】 15:00　オリジナル時代劇
主演：郷ひろみ 主演：田原俊彦 主演：杉良太郎 主演：林与一 主演：中村吉右衛門 闇の傀儡師 闇の歯車

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
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 主演：北大路欣也 主演：瑛太（現・永山瑛太）

必殺からくり人 必殺からくり人 必殺からくり人 必殺からくり人 ［終］　必殺からくり人
富嶽百景殺し旅　#10 富嶽百景殺し旅 富嶽百景殺し旅 富嶽百景殺し旅 富嶽百景殺し旅

主演：山田五十鈴 #11 #12 #13 #14 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3部 大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 編笠十兵衛 鬼平犯科帳８
#7 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#10 #11 #12 #13 #14 主演：高橋英樹 #8
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 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 編笠十兵衛 剣客商売１

#84 #85 #86 #87 #88 #8 #2
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00【映像で綴る 19:00

雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 ［終］　雲霧仁左衛門 浮世絵師たちの肖像】 仇討選手
#11 #12 チャンネル初放送！

主演：山崎努 19:55 「高倉健劇場４K」のすべて#2 #13 #14 #15 （映画）
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 ＨＯＫＵＳＡＩ 主演：堺正章
源九郎旅日記　葵の暴れん坊 源九郎旅日記　葵の暴れん坊 源九郎旅日記　葵の暴れん坊 ［終］　源九郎旅日記 大岡政談

葵の暴れん坊 主演：西郷輝彦
#38 #39 #40 #41 20:55 「高倉健劇場４K」のすべて#2 主演：柳楽優弥／田中泯 20:55 「高倉健劇場４K」のすべて#2

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
［新］　流れ星佐吉 流れ星佐吉 流れ星佐吉 流れ星佐吉 流れ星佐吉 21:15　チャンネル初放送！ 御鑓拝借

#1 花嵐の剣士 ～酔いどれ小籐次留書～
主演：郷ひろみ #2 #3 #4 #5 ～幕末を生きた女剣士・中澤琴～

22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00 【佐伯泰英劇場】 主演：竹中直人
【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00 22:00 悪党狩り 陽炎の辻３～居眠り磐音 主演：黒木メイサ

～Season4～】 将軍の隠密！影十八 剣客商売５ 江戸双紙～　#10
(舞台) #17 #5 #12 【時代劇プレミアム23】 22:45 「高倉健劇場４K」の作品紹介#2

スサノオ 22:40 23:00 23:00
23:00 23:00 23:00 （映画） ［解］　岡っ引どぶ１ （映画）

出演：朝海ひかる あぐら剣法無頼帖 ［解］　闇の歯車 ［解］　地獄の掟 真夜中の弥次さん喜多さん 曇天に笑う
／舞風りら ほか 用心棒と好色一代男

※前後解説付き 主演：田中邦衛
ゲスト:朝海ひかる 主演：松平健 主演：仲代達矢 主演：仲代達矢 主演：長瀬智也 主演：福士蒼汰

 0:30　歴史を訪ねて 
日本の城 中国・四国編

 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 ［終］　必殺仕事人Ⅴ旋風編 ［新］　翔べ！必殺うらごろし 翔べ！必殺うらごろし ［解］　岡っ引どぶ２ 同心部屋御用帳　江戸の旋風

#12 #1 ―京洛殺人事件― #16
主演：藤田まこと #13 #14 主演：中村敦夫 #2 主演：加山雄三

 2:00　変身忍者 嵐  2:00  2:00  2:00  2:00 主演：田中邦衛  2:00
#11　主演：南城竜也 変身忍者 嵐　#13 変身忍者 嵐　#15 変身忍者 嵐　#17 変身忍者 嵐　#19 同心部屋御用帳　江戸の旋風

 2:30  2:30  2:30  2:30  2:30
変身忍者 嵐　#12 変身忍者 嵐　#14 変身忍者 嵐　#16 変身忍者 嵐　#18 変身忍者 嵐　#20 #17

 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 インフォメーション インフォメーション 同心部屋御用帳　江戸の旋風

#18
 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】

【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。



時代劇専門チャンネル　2022年8月編成表

08/08(月) 08/09(火) 08/10(水) 08/11(木・祝) 08/12(金) 08/13(土) 08/14(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

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 それからの武蔵 藤沢周平の人情しぐれ町

#2 #3 #4 #5 #6 #4 #4
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00

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 それからの武蔵 藤沢周平の人情しぐれ町

#34 #35 #36 #37 #38 #5 #5
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

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 ［終］　八百八町夢日記 それからの武蔵 藤沢周平の人情しぐれ町

#30 #31 #32 #33 #34 #6 #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2部 大岡越前 第2部 大岡越前 第2部 大岡越前 第2部 大岡越前 第2部 吉宗評判記　暴れん坊将軍 闇の傀儡師

#8 #9 #10 #11 #12 #10
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00 主演：北大路欣也

剣客商売'73 剣客商売'73 ［終］　剣客商売'73 ［新］　岡っ引どぶ 岡っ引どぶ 吉宗評判記　暴れん坊将軍
＜サウンド・リビルド版＞ ＜サウンド・リビルド版＞ ＜サウンド・リビルド版＞ #1

#20 #21 #22 主演：田中邦衛 #2 #11  8:55 「高倉健劇場４K」のすべて#2

9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【鬼平クラシックス】
源九郎旅日記　葵の暴れん坊 源九郎旅日記　葵の暴れん坊 源九郎旅日記　葵の暴れん坊  9:20 源九郎旅日記　葵の暴れん坊 吉宗評判記　暴れん坊将軍 ［終］　鬼平犯科帳'69

源九郎旅日記　葵の暴れん坊

#29 #30 #31 #32 #33 #12 #65
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 「高倉健劇場４K」の作品紹介#2 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 10:10 10:15 日本の城 関東・甲信越編3 鬼平犯科帳 THE FINAL ［新］　鬼平犯科帳１
暴れん坊将軍Ⅱ 10:30 前編 五年目の客 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ #1

#60 #61 #62 #63 ［新］　雲霧仁左衛門 主演：中村吉右衛門
11:00 11:00 11:00 11:00 #1 主演：中村吉右衛門 11:00

新・三匹が斬る！ 新・三匹が斬る！ 新・三匹が斬る！ 11:05 主演：山崎努 剣客商売１
［終］　新・三匹が斬る！

#19 #20 #21 #22 11:45 生活情報の時間 #8
12:00 12:00 ますだおかだ増田 & 12:00 12:00 12:00 12:00 ますだおかだ増田 & 12:00 12:00

はるな愛のネギーレ！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 はるな愛のネギーレ！しあわせ便 ［終］　大岡越前 第3部 ［新］　そろばん侍 風の市兵衛

12:30 12:30 12:30 12:30［新］　風雲！江戸の夜明け 12:30 #1　主演：向井理
参上！天空剣士　#24 参上！天空剣士　#25 ［終］　参上！天空剣士　#26 #1　主演：杉浦幸 風雲！江戸の夜明け　#2 #31 12:50

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 そろばん侍 風の市兵衛
鬼平犯科帳'69 13:00 13:00 悪党狩り 陽炎の辻３～居眠り磐音 ［新］　大岡越前 第4部 #2

将軍の隠密！影十八 #17 剣客商売５  江戸双紙～　#10 #1 13:40
#61 13:55 「高倉健劇場４K」のすべて#2 #5 #12 13:45 生活情報の時間 主演：加藤剛 そろばん侍 風の市兵衛

14:00 14:00 #3
14:00 14:00 14:00 14:00【映像で綴る 14:00 大岡越前 第4部
必殺スペシャル 必殺仕事人意外伝 隠密くずれ 隠密くずれⅡ 浮世絵師たちの肖像】 鬼平犯科帳スペシャル 14:30 生活情報の時間
主水、第七騎兵隊と闘う 悪い奴から強請りとれ 地獄の子守唄 チャンネル初放送！ 密告 #2 14:45 「高倉健劇場４K」の作品紹介#2

15:00 大利根ウエスタン月夜 （映画） 15:00 【北大路欣也劇場】 15:00　オリジナル時代劇
主演：松方弘樹 主演：松方弘樹 ＨＯＫＵＳＡＩ ［新］　風雲江戸城　怒涛の将軍 殺すな

主演：藤田まこと 主演：中村吉右衛門 徳川家光 #1 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 生活情報の時間 主演：柳楽優弥／田中泯 15:50 主演：中村梅雀
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 風雲江戸城 16:00

［新］　必殺仕事人Ⅴ 必殺仕事人Ⅴ 必殺仕事人Ⅴ 16:15 必殺仕事人Ⅴ 　怒涛の将軍徳川家光 健さんに逢いたい
#1 必殺仕事人Ⅴ #2 ～映画俳優・高倉健

主演：藤田まこと #2 #3 #5 16:45 生活情報の時間  歌の世界～
17:00 17:00 17:00 17:00 #4 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3部 大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 17:05 大岡越前 第3部 編笠十兵衛 ［終］　鬼平犯科帳８
大岡越前 第3部 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#15 #16 #17 #18 #19 #9 #9
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 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 編笠十兵衛

#89 #90 #91 #92 #93 #10 18:45 生活情報の時間
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00【映像で綴る 19:00

［新］　鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 浮世絵師たちの肖像】 剣客商売１
#1 （映画）

主演：萬屋錦之介 #2 #3 #4 #5 写楽 #3
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00

［新］　御家人斬九郎１ 御家人斬九郎１ 御家人斬九郎１ 御家人斬九郎１ 御家人斬九郎１ 暴れん坊将軍Ⅱスペシャル
超解像版 超解像版 超解像版 超解像版 超解像版 主演：真田広之 吉宗失脚！？

#1 #2 #3 #4 #5 初春一番の大江戸裁き！ 
21:00 主演：渡辺謙 21:00 21:00 21:00 21:00 主演：松平健

流れ星佐吉 流れ星佐吉 流れ星佐吉 流れ星佐吉 21:15
21:30 「高倉健劇場４K」の作品紹介#2 21:30 必殺スペシャル
21:45 日本の城 九州・沖縄編2 #6 #7 #8 #9 上意討ち　拝領妻始末 仕事人VS秘拳三日殺し軍団

22:00 22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00 【佐伯泰英劇場】  主水、競馬で大穴を狙う！？

【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00 22:00 悪党狩り 陽炎の辻３～居眠り磐音
～Season4～】 将軍の隠密！影十八 剣客商売５ #13 江戸双紙～　#11 主演：加藤剛 主演：藤田まこと

(舞台) #18 #6 22:55 「高倉健劇場４K」のすべて#2 22:45 日本の城 中国・四国編2

23:00 舞姫 23:00
23:00 23:00 23:00 23:00 影狩り

野風の笛　鬼の剣 （映画） 医師　問題無ノ介 医師　問題無ノ介２ 23:30
出演：愛音羽麗 松平忠輝　天下を斬る！ 「座頭市(1989) ［解］　岡っ引どぶ３

0:00 ／野々すみ花 ほか 勝新太郎ディレクターズカット」 ―流人島殺人事件― 主演：村上弘明
※前後解説付き 主演：松平健  ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ 主演：杉良太郎 主演：杉良太郎

主演：田中邦衛
主演：勝新太郎  0:55 「高倉健劇場４K」のすべて#2

1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00
翔べ！必殺うらごろし 翔べ！必殺うらごろし 翔べ！必殺うらごろし 翔べ！必殺うらごろし 翔べ！必殺うらごろし 同心部屋御用帳　江戸の旋風

 1:30
#3 #4 #5 #6 #7 ［解］　岡っ引どぶ４ #19

2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00 謎の凧あげ連続殺人事件  2:00
変身忍者 嵐　#21 変身忍者 嵐　#23 変身忍者 嵐　#25 変身忍者 嵐　#27 変身忍者 嵐　#29 同心部屋御用帳　江戸の旋風

 2:30  2:30  2:30  2:30  2:30 主演：田中邦衛
変身忍者 嵐　#22 変身忍者 嵐　#24 変身忍者 嵐　#26 変身忍者 嵐　#28 変身忍者 嵐　#30 #20

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 インフォメーション 同心部屋御用帳　江戸の旋風

 3:30
インフォメーション #21

 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】

【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。



時代劇専門チャンネル　2022年8月編成表

08/15(月) 08/16(火) 08/17(水) 08/18(木) 08/19(金) 08/20(土) 08/21(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

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］　隠密奉行　朝比奈１ ［新］　隠密奉行　朝比奈２ それからの武蔵 藤沢周平の人情しぐれ町
#1

#7 #8 #9 #10 主演：北大路欣也 #7 #7
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00

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 それからの武蔵 藤沢周平の人情しぐれ町
 5:30 「高倉健劇場４K」の作品紹介#2

#39 #40 #41  5:45 日本の城 近畿編2 #42 #8 #8
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

［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 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ それからの武蔵 藤沢周平の人情しぐれ町
#1

主演：里見浩太朗 #2 #3 #4 #5 #9 #9
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2部 大岡越前 第2部 大岡越前 第2部 大岡越前 第2部 大岡越前 第2部 吉宗評判記　暴れん坊将軍 ［新］　風雲江戸城
怒涛の将軍徳川家光 #1

#13 #14 #15 #16 #17 #13 主演：北大路欣也
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

岡っ引どぶ 岡っ引どぶ 岡っ引どぶ 岡っ引どぶ ［終］　岡っ引どぶ 吉宗評判記　暴れん坊将軍 風雲江戸城
怒涛の将軍徳川家光

#3 #4 #5 #6 #7 #14 #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】

源九郎旅日記　葵の暴れん坊 源九郎旅日記　葵の暴れん坊 源九郎旅日記　葵の暴れん坊 源九郎旅日記　葵の暴れん坊 源九郎旅日記　葵の暴れん坊 吉宗評判記　暴れん坊将軍 ［新］　鬼平犯科帳'71
#1

#34 #35 #36 #37 #38 #15 主演：初代 松本白鸚
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 THE FINAL 鬼平犯科帳１
後編 雲竜剣 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#64 #65 #66 #67 #68 #2
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 主演：中村吉右衛門 11:00

雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 剣客商売１

#2 #3 #4 #5 #6 #9
12:00 12:00 ますだおかだ増田 & 12:00 12:00 12:00 12:00 ますだおかだ増田 & 12:00 12:00

はるな愛のネギーレ！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 はるな愛のネギーレ！しあわせ便 大岡越前 第4部 そろばん侍 風の市兵衛
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 #4
風雲！江戸の夜明け　#3 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 #3 12:50

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 そろばん侍 風の市兵衛
鬼平犯科帳'69 13:00 13:00 悪党狩り 陽炎の辻３～居眠り磐音 大岡越前 第4部 #5

将軍の隠密！影十八 剣客商売５ 江戸双紙～　#11 13:40
#62 #18 #6 #13 13:45 生活情報の時間 #4 そろばん侍 風の市兵衛

14:00 14:00 #6
14:00 14:00 14:00 14:00【映像で綴る 14:00 大岡越前 第4部
必殺スペシャル　大老殺し 隠密くずれⅢ 隠密くずれⅣ 浮世絵師たちの肖像】 鬼平犯科帳スペシャル 14:30　オリジナル時代劇

下田港の殺し技 消えた大名行列 変幻くノ一 黄金城の秘密 （映画） 浅草・御厩河岸 #5
15:00 珍プレー好プレー 写楽 15:00 【北大路欣也劇場】 帰郷

主演：松方弘樹 主演：松方弘樹 主演：中村吉右衛門 風雲江戸城
主演：藤田まこと 怒涛の将軍徳川家光　#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 主演：真田広之 15:50 主演：仲代達矢
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 風雲江戸城

必殺仕事人Ⅴ 必殺仕事人Ⅴ 必殺仕事人Ⅴ 必殺仕事人Ⅴ 怒涛の将軍徳川家光
#8 16:30 生活情報の時間 #4

#6 #7 16:55 「高倉健劇場４K」のすべて#2 16:45 「高倉健劇場４K」の作品紹介#2 #9 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3部 大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 編笠十兵衛 ［新］　鬼平犯科帳９
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#20 #21 #22 #23 #24 #11 #1
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 主演：中村吉右衛門

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 編笠十兵衛

#94 #95 #96 #97 #98 #12 18:55 「高倉健劇場４K」のすべて#2

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00【映像で綴る 19:00
鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 浮世絵師たちの肖像】 剣客商売１

（映画）
#6 #7 #8 #9 #10 歌麿をめぐる五人の女 #4

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
御家人斬九郎１ 御家人斬九郎１ ［終］　御家人斬九郎１ ［新］　御家人斬九郎２ 御家人斬九郎２ 主演：長谷川一夫 必殺スペシャル 必殺仕事人意外伝

超解像版 超解像版 超解像版 #1 主水、第七騎兵隊と闘う
#6 #7 #8 主演：渡辺謙 #2 20:55 「高倉健劇場４K」のすべて#2 大利根ウエスタン月夜

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00　TV初放送！
流れ星佐吉 流れ星佐吉 流れ星佐吉 21:25 「高倉健劇場４K」の作品紹介#2 流れ星佐吉 主演：藤田まこと

#10 21:40 歴史を訪ねて （映画） 21:40
21:55 「高倉健劇場４K」のすべて#2 #11 #12 日本の城 現存天守編 #13 戦国自衛隊 荒木又右衛門

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】 ＜4Kデジタル修復版＞ 男たちの修羅
【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00 22:00 悪党狩り 陽炎の辻３～居眠り磐音

～Season4～】 ［終］　将軍の隠密！影十八 剣客商売５  江戸双紙～　#12 主演：千葉真一
(舞台) #19 #7 #14 22:45 「高倉健劇場４K」の作品紹介#2 主演：加藤剛

23:00 夢現無双
ー吉川英治原作「宮本武蔵」よりー 23:00 23:00 23:00 23:00
出演：珠城りょう 風流太平記「密命」 八百八町夢日記スペシャル 八百八町夢日記スペシャル 八百八町夢日記スペシャル 23:30

／美園さくら　ほか 夢を追って 一千両の大勝負 天保 鬼ヶ島 ［解］　岡っ引どぶ５
0:00 ※前後解説付き ―風車殺人事件―

ゲスト:珠城りょう 主演：松平健 主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗  0:10
 0:30　歴史を訪ねて 主演：田中邦衛 かあちゃん

日本の城 九州・沖縄編 主演：市原悦子
1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00

翔べ！必殺うらごろし 翔べ！必殺うらごろし 翔べ！必殺うらごろし 翔べ！必殺うらごろし 翔べ！必殺うらごろし 同心部屋御用帳　江戸の旋風

 1:30
#8 #9 #10 #11 #12 ［解］　岡っ引どぶ６ #22

2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00 ―折鶴殺人事件―  2:00
変身忍者 嵐　#31 変身忍者 嵐　#33 変身忍者 嵐　#35 変身忍者 嵐　#37 変身忍者 嵐　#39 同心部屋御用帳　江戸の旋風

 2:30  2:30  2:30  2:30  2:30 主演：田中邦衛
変身忍者 嵐　#32 変身忍者 嵐　#34 変身忍者 嵐　#36 変身忍者 嵐　#38 変身忍者 嵐　#40 #23

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 インフォメーション 同心部屋御用帳　江戸の旋風

 3:30
インフォメーション #24

 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】

【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。



時代劇専門チャンネル　2022年8月編成表

08/22(月) 08/23(火) 08/24(水) 08/25(木) 08/26(金) 08/27(土) 08/28(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

隠密奉行　朝比奈２ 隠密奉行　朝比奈２ 隠密奉行　朝比奈２ 隠密奉行　朝比奈２ 隠密奉行　朝比奈２ それからの武蔵 藤沢周平の人情しぐれ町

#2 #3 #4 #5 #6 #10 #10
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00

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 それからの武蔵 ［終］　藤沢周平の人情しぐれ町

#43 #44 #45 #46 #47 #11 #11
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

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 それからの武蔵 怪談！妲妃のお百

#6 #7 #8 #9 #10 #12 主演：梶芽衣子
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2部 大岡越前 第2部 大岡越前 第2部 大岡越前 第2部 大岡越前 第2部 吉宗評判記　暴れん坊将軍 風雲江戸城
怒涛の将軍徳川家光

#18 #19 #20 #21 #23 #16 #3
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

［新］　流れ星佐吉 流れ星佐吉 流れ星佐吉 流れ星佐吉 流れ星佐吉 吉宗評判記　暴れん坊将軍 風雲江戸城
#1 怒涛の将軍徳川家光

主演：郷ひろみ #2 #3 #4 #5 #17 #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】

源九郎旅日記　葵の暴れん坊 源九郎旅日記　葵の暴れん坊 ［終］　源九郎旅日記　葵の暴れん坊 ［新］　御家人斬九郎１ 御家人斬九郎１ 吉宗評判記　暴れん坊将軍 鬼平犯科帳'71
#40 超解像版 超解像版

#39  9:55 「高倉健劇場４K」のすべて#2 #41 #1 #2 #18 #2
10:00 10:00 10:00 10:00 主演：渡辺謙 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 ［新］　編笠十兵衛 鬼平犯科帳１
10:30 生活情報の時間 #1 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#69 #70 #71 10:45 日本の城 近畿編3 #72 主演：高橋英樹 #3
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 編笠十兵衛 ［終］　剣客商売１
#2

#7 #8 #9 #10 #11 11:55 「高倉健劇場４K」のすべて#2 #10
12:00 12:00 ますだおかだ増田 & 12:00 12:00 12:00 12:00 ますだおかだ増田 & 12:00 12:00

はるな愛のネギーレ！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 はるな愛のネギーレ！しあわせ便 大岡越前 第4部 そろばん侍 風の市兵衛
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30［終］ #7
風雲！江戸の夜明け　#8 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 #6 12:50

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 そろばん侍 風の市兵衛
鬼平犯科帳'69 13:00 13:00 悪党狩り 陽炎の辻３～居眠り磐音 大岡越前 第4部 #8

［終］　将軍の隠密！影十八 剣客商売５　#7  江戸双紙～　#12 13:40
#63 #19 13:55 「高倉健劇場４K」のすべて#2 #14 13:45 生活情報の時間 #7 ［終］　そろばん侍 風の市兵衛

14:00 14:00 #9
14:00 14:00 14:00 14:00【映像で綴る 14:00 大岡越前 第4部
大江戸桜吹雪　八千両の舞 （映画） ［解］　無明剣走る 浮世絵師たちの肖像】 鬼平犯科帳 THE FINAL 14:30 TV初放送！

国士無双 （映画） 前編 五年目の客 #8
15:00 主演：杉良太郎 歌麿をめぐる五人の女 15:00 【北大路欣也劇場】 （映画）

主演：田村正和 風雲江戸城 戦国自衛隊
15:30 生活情報の時間 主演：中井貴一 主演：長谷川一夫 主演：中村吉右衛門 怒涛の将軍徳川家光　#5 ＜4Kデジタル修復版＞
15:45 「高倉健劇場４K」の作品紹介#2 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 風雲江戸城 主演：千葉真一
必殺仕事人Ⅴ 必殺仕事人Ⅴ 必殺仕事人Ⅴ 必殺仕事人Ⅴ 必殺仕事人Ⅴ 怒涛の将軍徳川家光

#6
#10 #11 #12 #13 #14 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3部 大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 編笠十兵衛 鬼平犯科帳９

＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#25 #26 #27 #28 #29 #13 #2

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 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 編笠十兵衛 剣客商売１

#99 #100 #101 #102 #103 #14 #5
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00【映像で綴る 19:00

鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 浮世絵師たちの肖像】 健さんに逢いたい
眩（くらら）～北斎の娘～ ～映画俳優・高倉健

#11 #12 #13 #14 #15  歌の世界～
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 主演：宮﨑あおい 20:00 新たな鬼平・松本幸四郎

御家人斬九郎２ 御家人斬九郎２ 御家人斬九郎２ 御家人斬九郎２ 御家人斬九郎２ 20:20 特別番組 第三弾
写楽はどこへ行った  ～三代目鬼平・萬屋錦之介編～

#3 #4 #5 #6 #7 出演：松本幸四郎
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 ゲスト：目黒祐樹

流れ星佐吉 流れ星佐吉 流れ星佐吉 流れ星佐吉 流れ星佐吉 主演：佐藤慶 鬼平犯科帳'80【ｾﾚｸｼｮﾝ】#3
21:30 主演：萬屋錦之介

#14 #15 #16 #17 #18 燃えて、散る 21:45 「高倉健劇場４K」の作品紹介#2

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】 炎の剣士　沖田総司 22:00
【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00 22:00 悪党狩り 陽炎の辻３～居眠り磐音 必殺スペシャル　大老殺し

～Season4～】 ［新］　五瓣の椿　#1 剣客商売５ 江戸双紙～　#13 主演：田原俊彦 　下田港の殺し技
(舞台) 主演：国仲涼子 #8 #15 22:45 「高倉健劇場４K」の作品紹介#2 珍プレー好プレー

23:00 月の燈影
23:00 23:00 23:00 23:00

清水次郎長物語 八百八町夢日記スペシャル 八百八町夢日記スペシャル 八百八町夢日記スペシャル 23:30 主演：藤田まこと
出演：彩吹真央 おりん無惨！ みちのく忠臣蔵 国盗り夢物語 怪盗夢吉忍び控

0:00 ／蘭寿とむ　ほか 今蘇る関が原の戦い  0:00
※前後解説付き 主演：松平健 （映画）

主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗 主演：堺正章 高瀬舟
 0:45 「高倉健劇場４K」の作品紹介#2 主演：前田吟 

1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00
翔べ！必殺うらごろし 翔べ！必殺うらごろし 翔べ！必殺うらごろし 翔べ！必殺うらごろし 翔べ！必殺うらごろし 同心部屋御用帳　江戸の旋風

 1:30
#13 #14 #15 #16 #17 （映画） #25

2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00 サマーフィルムにのって  2:00
変身忍者 嵐　#41 変身忍者 嵐　#43 変身忍者 嵐　#45 ［終］　変身忍者 嵐　#47 （映画） 同心部屋御用帳　江戸の旋風

 2:30  2:30  2:30  2:30 曇天に笑う
変身忍者 嵐　#42 変身忍者 嵐　#44 変身忍者 嵐　#46 インフォメーション 主演：伊藤万理華 #26

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：福士蒼汰 同心部屋御用帳　江戸の旋風

 3:30
インフォメーション #27

 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】

【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。



時代劇専門チャンネル　2022年8月編成表

08/29(月) 08/30(火) 08/31(水)
4:00  4:00  4:00  4:00

隠密奉行　朝比奈２ 隠密奉行　朝比奈２ 隠密奉行　朝比奈２

#7 #8 #9
5:00  5:00  5:00  5:00

暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ

#48 #49 #50
6:00  6:00  6:00  6:00

八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２ 八百八町夢日記２

#11 #12 #13
7:00  7:00  7:00  7:00

大岡越前 第2部 大岡越前 第2部 大岡越前 第2部

#24 #25 #26
8:00  8:00  8:00  8:00

流れ星佐吉 流れ星佐吉 流れ星佐吉

#6 #7 #8
9:00  9:00  9:00  9:00

御家人斬九郎１ 御家人斬九郎１ 御家人斬九郎１
超解像版 超解像版 超解像版

#3 #4 #5
10:00 10:00 10:00 10:00

暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ

#73 #74 #75
11:00 11:00 11:00 11:00

雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門

#12 #13 #14
12:00 12:00 ますだおかだ増田 & 12:00 12:00

はるな愛のネギーレ！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
12:30［新］ 妖術武芸帳 #1　 12:30 12:30
主演：佐々木功(現・ささきいさお) 妖術武芸帳　#2 妖術武芸帳　#3

13:00 13:00 【鬼平クラシックス】
鬼平犯科帳'69 13:00 13:00

［新］　五瓣の椿　#1 剣客商売５
#64 主演：国仲涼子 #8

14:00
14:00　チャンネル初放送！ 14:00 14:00

花嵐の剣士 用心棒日月抄 江戸の用心棒スペシャル
～幕末を生きた女剣士・中澤琴～ 汝懐妊われ覚えあり

15:00
主演：黒木メイサ 主演：杉良太郎 主演：高橋英樹

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
16:00 16:00 16:00 16:00

必殺仕事人Ⅴ 必殺仕事人Ⅴ 必殺仕事人Ⅴ

#15 #16 #17
17:00 17:00 17:00 17:00

大岡越前 第3部 ［終］　大岡越前 第3部 ［新］　大岡越前 第4部
#1

#30 #31 主演：加藤剛
18:00 18:00 18:00 18:00

暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ

#104 #105 #106
19:00 19:00 19:00 19:00

鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80 鬼平犯科帳'80

#16 #17 #18
20:00 20:00 20:00 20:00

御家人斬九郎２ 御家人斬九郎２ 御家人斬九郎２

#8 #9 #10
21:00 21:00 21:00 21:00

流れ星佐吉 流れ星佐吉 流れ星佐吉

#19 #20 #21
22:00 22:00 チャンネル初放送！

【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00 22:00
～Season4～】 五瓣の椿 剣客商売５

(舞台) #2 #9
23:00 阿弖流為－ATERUI－

23:00 23:00
【没後30年 監督・五社英雄】 吉原裏同心

出演：礼真琴 （映画） ～新春吉原の大火～
0:00 ／有沙瞳　ほか 三匹の侍

※前後解説付き 主演：小出恵介
主演：丹波哲郎

 0:50 日本の城 現存天守編3

1:00  1:00  1:00  1:00
翔べ！必殺うらごろし 翔べ！必殺うらごろし 翔べ！必殺うらごろし

#18 #19 #20
2:00  2:00  2:00  2:00

［新］　熱血！周作がゆく 熱血！周作がゆく 熱血！周作がゆく
#1

主演：中村俊介 #3 #5
3:00  3:00  3:00  3:00

熱血！周作がゆく 熱血！周作がゆく 熱血！周作がゆく

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

【特選！日替り時代劇】

【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】

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。


