
時代劇専門チャンネル　2022年12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) 「三屋清左衛門残日録 あの日の声」メイキング
・(オリジナル番組) 初めての「三屋清左衛門残日録」
・(オリジナル番組) 池波正太郎の江戸料理帳～映画「仕掛人・藤枝梅安」裏の世界～
・(オリジナル番組) メイキング・オブ・映画「仕掛人・藤枝梅安」
・(オリジナル番組) 映画「仕掛人・藤枝梅安」ナビ
・(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 #6
・(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 #6
・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 ベストセレクション
・インフォメーション

・12/4(日)10:00～12:30／15:10～18:00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(木)14:00 ～「怪盗鼠小僧といれずみ判官」
・12/15(木)23:00 ～「薩摩飛脚」主演：平幹二朗
・12/17(土)深夜2:00 ～「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

…
12/26(月)深夜1:00 ～12/27(火)7:00 (6時間)
設備メンテナンスのため、
・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) 停波

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12月編成表

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

大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 江戸の激斗 江戸の渦潮
#9 #13 #19

主演：加藤剛 #10 主演：小林桂樹 主演：小林桂樹
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00

暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 江戸の激斗 江戸の渦潮
#115

主演：松平健 #116 #14 #20
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

御家人斬九郎１ 超解像版 御家人斬九郎１ 超解像版 江戸の激斗 江戸の渦潮
#3

主演：渡辺謙 #4 #15 #21
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 【北大路欣也劇場】

大岡越前 第5部 大岡越前 第5部 吉宗評判記　暴れん坊将軍 風雲！真田幸村
#7 #58 #17

主演：加藤剛 #8 主演：松平健 主演：北大路欣也
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

銭形平次１ 銭形平次１ 吉宗評判記　暴れん坊将軍 風雲！真田幸村
#6

主演：村上弘明 #7 #59 #18
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【鬼平クラシックス】

名奉行 大岡越前２ 名奉行 大岡越前２ 吉宗評判記　暴れん坊将軍 鬼平犯科帳'71
#4 #16

主演：北大路欣也 #5 #60 主演：初代 松本白鸚
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 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳１
兇賊 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#133 #134 #17　主演：中村吉右衛門
11:00 11:00 日本の社 #1-2 11:00 生活情報の時間 11:00

11:15 11:15 主演：中村吉右衛門 剣客商売３
陽炎の辻２～居眠り磐音 陽炎の辻２～居眠り磐音 #3
江戸双紙～　#8　主演：山本耕史 江戸双紙～　#9 11:45 生活情報の時間 主演：藤田まこと

12:00 12:00 12:00　特選！大江戸買い物帳 12:00 12:00　「三屋清左衛門残日録

おひるの生活情報の時間 ベストセレクション 大岡越前 第5部 あの日の声」メイキング
12:30　新吾十番勝負 12:30 12:30

#9　主演：田村正和 新吾十番勝負　#10 #19 （映画）
13:00 【特選！日替り時代劇】 13:00 【新・藤沢周平劇場】 13:00 戦国自衛隊

13:00 新・腕におぼえあり 大岡越前 第5部 ＜4Kデジタル修復版＞
黒書院の六兵衛 よろずや平四郎活人剣

#4　主演：吉川晃司 #3　主演：高嶋政伸 #20
14:00 14:00 主演：千葉真一

14:00 14:00 大岡越前 第5部
［解］　怪盗鼠小僧と 編笠十兵衛　#25

いれずみ判官 主演：高橋英樹 #21
15:00 15:00 15:00 【北大路欣也劇場】

主演：若山富三郎 ［終］　編笠十兵衛 風雲！真田幸村 15:10
#19　主演：北大路欣也 旗本やくざ

15:45 生活情報の時間 #26 15:50 大江戸喧嘩帳
16:00 16:00 16:00 風雲！真田幸村

必殺仕事人Ⅴ 必殺仕事人Ⅴ #20
風雲竜虎編　#11 風雲竜虎編 主演：西郷輝彦
主演：藤田まこと #12 16:45 生活情報の時間

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6部 大岡越前 第6部 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳１

#16 盗賊婚礼 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
主演：加藤剛 #17 #11　主演：中村吉右衛門

18:00 18:00 18:00 18:00
暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ 主演：中村吉右衛門 剣客商売２

#9
#172 #173 主演：藤田まこと

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
［新］　子連れ狼 子連れ狼 必殺スペシャル 【池波正太郎生誕100年企画】

#1 必殺忠臣蔵 （映画）
主演：北大路欣也 #2 鬼平犯科帳　劇場版

20:00 20:00 20:00
次郎長三国志 次郎長三国志 主演：藤田まこと

#6 主演：中村吉右衛門
主演：高橋英樹 #7

21:00 21:00 21:00 21:00
銭形平次２ 銭形平次２ 陽炎の辻 完結編

#6 21:30 ～居眠り磐音　江戸双紙～
主演：村上弘明 #7 陽炎の辻 スペシャル～居眠り磐音

22:00 【特選！日替り時代劇】 22:00 【新・藤沢周平劇場】 江戸双紙～ 海の母
22:00 新・腕におぼえあり 主演：山本耕史

黒書院の六兵衛 よろずや平四郎活人剣 主演：山本耕史
#5 #4 22:55 「高倉健劇場４K」のすべて　#6

23:00 【時代劇プレミアム23】 23:00 23:00 23:00
23:00 【10周年記念！ 【10周年記念！ みをつくし料理帖スペシャル

素浪人罷り通る ミュージカル『薄桜鬼』一挙放送】 ミュージカル『薄桜鬼』一挙放送】 前編「心星ひとつ」
涙に消えた三日極楽 （舞台） （舞台）

0:00 ミュージカル『薄桜鬼 志譚』 ミュージカル『薄桜鬼 志譚』 主演：黒木華
土方歳三 篇 風間千景 篇  0:20

主演：三船敏郎 みをつくし料理帖スペシャル
後編「桜の宴」

1:00  1:00 主演：和田雅成 主演：中河内雅貴
必殺仕事人Ⅴ　激闘編 主演：黒木華

#20
主演：藤田まこと  1:40

2:00  2:00 （映画）
［新］　新・御宿かわせみ  2:20  2:15 福沢諭吉

#1 新・御宿かわせみ 音なし源
主演：沢口靖子 #2 さの字殺し

3:00  3:00　「三屋清左衛門残日録 主演：柴田恭兵
あの日の声」メイキング  3:10　「三屋清左衛門残日録 主演：中村梅之助

 3:30 あの日の声」メイキング
インフォメーション  3:40 インフォメーション

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

【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12月編成表

12/05(月) 12/06(火) 12/07(水) 12/08(木) 12/09(金) 12/10(土) 12/11(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

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 江戸の激斗 江戸の渦潮

#11 #12 #13 #14 #15 #16 #22
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 江戸の激斗 ［終］　江戸の渦潮

#117 #118 #119 #120 #121 #17 #23
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

御家人斬九郎１ 超解像版 御家人斬九郎１ 超解像版 御家人斬九郎１ 超解像版 ［終］　御家人斬九郎１ 超解像版 ［新］　御家人斬九郎２ 江戸の激斗 金沢幻想物語
#1 天才泉鏡花が愛した女

#5 #6 #7 #8 主演：渡辺謙 #18 主演：壇蜜
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5部 大岡越前 第5部 大岡越前 第5部 大岡越前 第5部 吉宗評判記　暴れん坊将軍 風雲！真田幸村
 7:30　「三屋清左衛門残日録

#9 #10 #11 #12 あの日の声」メイキング #61 #19
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

銭形平次１ 銭形平次１ 銭形平次１ ［終］　銭形平次１ ［新］　銭形平次２ 吉宗評判記　暴れん坊将軍 風雲！真田幸村
#1

#8 #9 #10 #11 主演：村上弘明 #62 #20
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【鬼平クラシックス】

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 ［終］　名奉行 大岡越前２ 吉宗評判記　暴れん坊将軍 鬼平犯科帳'71

#6 #7 #8 #9 #10 #63 #17
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１
一本眉 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#135 #136 #137 #138 #139 #18
11:00 11:00 「高倉健劇場４K」の作品紹介　#6 11:00 生活情報の時間 11:00 日本の社 #3-4 11:00 生活情報の時間 11:00 日本の社 #5-6 11:00

11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 主演：中村吉右衛門 剣客商売３
陽炎の辻２～居眠り磐音 陽炎の辻２～居眠り磐音 ［終］　陽炎の辻２ ［新］　陽炎の辻３～居眠り磐音 陽炎の辻３～居眠り磐音

江戸双紙～　#10 江戸双紙～　#11 ～居眠り磐音 江戸双紙～　#12 江戸双紙～　#1　主演：山本耕史 江戸双紙～　#2 11:45 生活情報の時間 #4
12:00 12:00　特選！大江戸買い物帳 12:00 12:00 12:00 12:00　特選！大江戸買い物帳 12:00 12:00

ベストセレクション 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 ベストセレクション 大岡越前 第5部 （映画）
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 福沢諭吉

新吾十番勝負　#11 新吾十番勝負　#12 新吾十番勝負　#13 新吾十番勝負　#14 新吾十番勝負　#15 #22
13:00 13:00 【鬼平クラシックス】 13:00 【新・藤沢周平劇場】 13:00

鬼平犯科帳'71 13:00　鬼平犯科帳１ 13:00 13:00 新・腕におぼえあり 大岡越前 第5部 主演：柴田恭兵
#12 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#4 剣客商売２　#2 黒書院の六兵衛 よろずや平四郎活人剣

主演：初代 松本白鸚 主演：中村吉右衛門 主演：藤田まこと #5 #4 #23
14:00 14:00

14:00　【没後10年　 14:00 14:00 14:00 14:00 大岡越前 第5部 14:15 初めての「三屋清左衛門残日録」

十八代目中村勘三郎】 長七郎江戸日記スペシャル 必殺スペシャル 仕掛人・藤枝梅安 鬼平犯科帳スペシャル 14:20
森の石松 怨霊見参！ 勢ぞろい仕事人！ 梅安針供養 山吹屋お勝 #24 （映画）

15:00 長七郎･弟と対決 春雨じゃ、悪人退治 15:00 【北大路欣也劇場】 燃えよ剣
主演：中村勘九郎 主演：里見浩太朗 主演：小林桂樹 主演：中村吉右衛門 風雲！真田幸村

（十八代目中村勘三郎） 15:30　「三屋清左衛門残日録 主演：藤田まこと #21
15:45 生活情報の時間 あの日の声」メイキング 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：岡田准一

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 風雲！真田幸村
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 #22
風雲竜虎編 風雲竜虎編 風雲竜虎編 風雲竜虎編 風雲竜虎編

#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6部 大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳１
泥鰌の和助始末 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#18 #19 #20 #21 #22
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 #12

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 主演：中村吉右衛門
18:30

#174 #175 #176 #177 #178 剣客商売２
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00　チャンネル初放送！

子連れ狼 子連れ狼 子連れ狼 子連れ狼 子連れ狼 【昭和と令和の忠臣蔵】 #10
（映画） 19:30

#3 #4 #5 #6 #7 決算！忠臣蔵 雄気堂々
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 －若き日の渋沢栄一－

次郎長三国志 次郎長三国志 次郎長三国志 次郎長三国志 次郎長三国志
主演：堤真一／岡村隆史

#8 #9 #10 #11 #12 主演：滝田栄
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

銭形平次２ ［終］　銭形平次２ ［新］　武蔵坊弁慶 武蔵坊弁慶 武蔵坊弁慶 21:20
#1 陽炎の辻スペシャル

#8 #9 主演：中村吉右衛門 #2 #3 ～居眠り磐音　江戸双紙～
22:00 22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 夢の通い路

【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00 22:00 22:00 新・腕におぼえあり 22:20
～Season4～】 鬼平犯科帳１ 剣客商売２ ［終］　黒書院の六兵衛 よろずや平四郎活人剣 主演：山本耕史 運命峠

(舞台) ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#5 #3 #6 #5
23:00 アナジ 23:00 23:00

23:00 23:00 23:00 【10周年記念！ 【10周年記念！ 主演：松平健
【生誕90年 中村錦之助劇場】 桶狭間 素浪人罷り通る ミュージカル『薄桜鬼』一挙放送】 ミュージカル『薄桜鬼』一挙放送】

出演：轟悠／星奈優里 （映画） ～織田信長　覇王の誕生～ 矢立峠に裏切りを見た （舞台） （舞台）
0:00 ／紺野まひる ほか 冷飯とおさんとちゃん ミュージカル『薄桜鬼 真改』 ミュージカル『薄桜鬼 真改』

※前後解説付き 相馬主計 篇 斎藤一 篇
主演：市川海老蔵 主演：三船敏郎 (京都大千秋楽公演版)

 0:55 「高倉健劇場４K」のすべて　#6 主演：中村錦之助
1:00  1:00  1:00 主演：梅津瑞樹  1:00

必殺仕事人Ⅴ　激闘編  1:10 必殺仕事人Ⅴ　激闘編 主演：橋本祥平 平手造酒　利根の決闘
必殺仕事人Ⅴ　激闘編

#21 #23 主演：古谷一行
2:00  2:00  2:00 #22  2:00  2:00

新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ  2:05 新・御宿かわせみ  2:05 ミュージカル『薄桜鬼』 ビートたけしの痛快時代劇
新・御宿かわせみ  2:30 10周年記念特番 なめくじ長屋捕物さわぎ

#3 #4 #5 #6 新・御宿かわせみ  2:35
3:00  3:00  3:00  3:00  3:00 日本の城 関東・甲信越編

［新］　天下の副将軍 水戸光圀 天下の副将軍 水戸光圀 天下の副将軍 水戸光圀 天下の副将軍 水戸光圀 #7  3:05　「三屋清左衛門残日録 主演：ビートたけし
徳川御三家の激闘　#1 徳川御三家の激闘 徳川御三家の激闘 徳川御三家の激闘  3:30 あの日の声」メイキング

主演：市川團十郎 #2 #3 #4 インフォメーション  3:35 インフォメーション
 4:00  4:00  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】

【特選！日替り時代劇】

【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。



時代劇専門チャンネル　2022年12月編成表

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

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 江戸の激斗 ［新］　悪党狩り
#1

#16 #17 #18 #19 #20 #19
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 江戸の激斗 主演：尾上菊五郎
#126

#122 #123 #124 #125  5:55 「高倉健劇場４K」のすべて　#6 #20
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

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 江戸の激斗 悪党狩り

#2 #3 #4 #5 #6 #21 #2
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5部 大岡越前 第5部 大岡越前 第5部 大岡越前 第5部 大岡越前 第5部 吉宗評判記　暴れん坊将軍 風雲！真田幸村

#13 #14 #15 #16 #17 #64 #21
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

銭形平次２ 銭形平次２ 銭形平次２ 銭形平次２ 銭形平次２ 吉宗評判記　暴れん坊将軍 風雲！真田幸村

#2 #3 #4 #5 #6 #65 #22
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］　次郎長三国志 次郎長三国志 次郎長三国志 次郎長三国志 次郎長三国志 吉宗評判記　暴れん坊将軍 鬼平犯科帳'71
#1

主演：高橋英樹 #2 #3 #4 #5 #66 #18
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１
引き込み女 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#140 #141 #142 #143 #144 #19
11:00 11:00 生活情報の時間 11:00 日本の城 九州・沖縄編2 11:00 日本の社 #7-8 11:00 「高倉健劇場４K」の作品紹介　#6 11:00 生活情報の時間 11:00

11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 主演：中村吉右衛門 ［終］　剣客商売３
陽炎の辻３～居眠り磐音 陽炎の辻３～居眠り磐音 陽炎の辻３～居眠り磐音 陽炎の辻３～居眠り磐音 陽炎の辻３～居眠り磐音

江戸双紙～　#3 江戸双紙～　#4 江戸双紙～　#5 江戸双紙～　#6 江戸双紙～　#7 11:45 生活情報の時間 #5
12:00 12:00　特選！大江戸買い物帳 12:00 12:00 12:00 12:00　特選！大江戸買い物帳 12:00 12:00

ベストセレクション 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 ベストセレクション 大岡越前 第5部 【お札になった偉人たち】
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 ［新］　夏目漱石の妻

新吾十番勝負　#16 新吾十番勝負　#17 新吾十番勝負　#18 新吾十番勝負　#19 新吾十番勝負　#20 #25 #1
13:00 13:00 【鬼平クラシックス】 13:00 【新・藤沢周平劇場】 13:00 出演：尾野真千子

鬼平犯科帳'71 13:00 13:00 13:00 新・腕におぼえあり ［終］　大岡越前 第5部 ／長谷川博己
鬼平犯科帳１ 剣客商売２ ［終］　黒書院の六兵衛 よろずや平四郎活人剣 13:30

#13 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#5 #3 #6 #5 #26 夏目漱石の妻
14:00 14:00

14:00　【没後10年　 14:00 14:00 14:00 14:00 おんなの密書 #2
十八代目中村勘三郎】 長七郎江戸日記スペシャル 必殺スペシャル 仕掛人・藤枝梅安 鬼平犯科帳スペシャル 主演：古谷一行

河井継之助 母は敵か？！正雪の陰謀 仕事人VSオール江戸警察 梅安岐れ道 兇賊 14:55 初めての「三屋清左衛門残日録」

15:00 駆け抜けた蒼龍 15:00 【北大路欣也劇場】 15:00 【特集・西郷輝彦
主演：里見浩太朗 主演：藤田まこと 主演：小林桂樹 主演：中村吉右衛門 風雲！真田幸村 ～輝きの“二刀流”スター～】

#23 （映画）
主演：中村勘三郎 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 どてらい男

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 風雲！真田幸村
16:10 ［終］　必殺仕事人Ⅴ ［新］　翔べ！ 翔べ！必殺うらごろし 翔べ！必殺うらごろし #24 主演：西郷輝彦

必殺仕事人Ⅴ 風雲竜虎編 必殺うらごろし　#1
風雲竜虎編 #19 主演：中村敦夫 #2 #3 16:45 生活情報の時間 16:45 生活情報の時間

17:00 #18 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】
17:05 大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳１

大岡越前 第6部 見張りの糸 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#23 #24 #25 #26 #27 #13

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 主演：中村吉右衛門 ［終］　剣客商売２

#180
#179 18:55 初めての「三屋清左衛門残日録」 #181 #182 #183 #11

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
子連れ狼 ［終］　子連れ狼 ［新］　子連れ狼 第2部 子連れ狼 第2部 子連れ狼 第2部 【昭和と令和の忠臣蔵】 必殺スペシャル

#1 忠臣蔵　前篇 勢ぞろい仕事人！
#8 #9 主演：北大路欣也 #2 #3 「君、怒りもて往生を遂ぐ」 春雨じゃ、悪人退治

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
［終］　次郎長三国志 ［新］江戸の用心棒　 江戸の用心棒 江戸の用心棒 江戸の用心棒 主演：藤田まこと

#1 主演：里見浩太朗
#13 主演：古谷一行 #2 #3 #4 20:55 初めての「三屋清左衛門残日録」

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 【小椋佳、時代劇の仕事】

武蔵坊弁慶 武蔵坊弁慶 武蔵坊弁慶 武蔵坊弁慶 武蔵坊弁慶 21:10 小椋佳特番　前編
#8 忠臣蔵　後篇 21:30

#4 #5 #6 #7 21:55 初めての「三屋清左衛門残日録」 「我、一死もて大義に生く」 子連れ狼
22:00 22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 【セレクション放送】

【華麗なる宝塚歌劇の世界 22:00 22:00 22:00 新・腕におぼえあり #1　主演：北大路欣也
～Season4～】 鬼平犯科帳１ 剣客商売２ ［新］　快刀！夢一座七変化 よろずや平四郎活人剣 主演：里見浩太朗 22:30

(舞台) ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#6 #4 #1　主演：三田村邦彦 #6 快刀！夢一座七変化
23:00 はいからさんが通る 【セレクション放送】

23:00 23:00 23:00 23:00 23:20 #1　主演：三田村邦彦
長七郎江戸日記スペシャル 荒木又右衛門 ［解］　薩摩飛脚 雲霧仁左衛門 暴れん坊将軍Ⅱスペシャル 23:30　「三屋清左衛門残日録

出演：柚香光 海を渡る五十万両 決闘鍵屋の辻 勅使下向、天下を賭けた あの日の声」メイキング
0:00 ／華優希 ほか 江戸っ子神輿！  0:00

※前後解説付き 主演：里見浩太朗 主演：平幹二朗 主演：萬屋錦之介 仕掛人・藤枝梅安
 0:30　「三屋清左衛門残日録 主演：高橋英樹 主演：松平健 梅安迷い箸

ゲスト:華優希 あの日の声」メイキング  0:40
1:00  1:00  1:00  1:00  1:00 暴れん坊将軍Ⅱスペシャル

 1:10 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 燃える江戸城！ 主演：小林桂樹
必殺仕事人Ⅴ　激闘編 男たちの一番纏！

#25 #26 #27 #28 主演：松平健
2:00 #24  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00

 2:05 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 ［解］　鞍馬天狗 佐武と市捕物控
新・御宿かわせみ　#8 #9 #10 #11 #12

 2:57 日本映画放送株式会社　番組審議委員会  2:57 日本映画放送株式会社　番組審議委員会  2:57 日本映画放送株式会社　番組審議委員会  2:57 日本映画放送株式会社　番組審議委員会  2:57 日本映画放送株式会社　番組審議委員会

3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00 主演：松平健 出演：小池徹平
天下の副将軍 水戸光圀 天下の副将軍 水戸光圀 天下の副将軍 水戸光圀 天下の副将軍 水戸光圀 天下の副将軍 水戸光圀 ／遠藤憲一

徳川御三家の激闘 徳川御三家の激闘 徳川御三家の激闘 徳川御三家の激闘 徳川御三家の激闘
#5 #6 #7 #8 #9

 4:00  4:00  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】

【特選！日替り時代劇】

【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。



時代劇専門チャンネル　2022年12月編成表

12/19(月) 12/20(火) 12/21(水) 12/22(木) 12/23(金) 12/24(土) 12/25(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

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 江戸の激斗 悪党狩り

#21 #22 #23 #24 #25 #22 #3
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 江戸の激斗 悪党狩り

#127 #128 #129 #130 #131 #23 #4
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

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 ［終］　御家人斬九郎２ 江戸の激斗 悪党狩り
#10

#7 #8 #9  6:55 「高倉健劇場４K」のすべて　#6 #11 #24 #5
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5部 大岡越前 第5部 大岡越前 第5部 大岡越前 第5部 大岡越前 第5部 吉宗評判記　暴れん坊将軍 風雲！真田幸村

#18 #19 #20 #21 #22 #67 #23
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

銭形平次２ 銭形平次２ ［終］　銭形平次２ ［新］　運命峠 運命峠 吉宗評判記　暴れん坊将軍 風雲！真田幸村
#8 #1

#7  8:55 初めての「三屋清左衛門残日録」 #9 主演：田村正和 #2 #68 #24
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【鬼平クラシックス】

次郎長三国志 次郎長三国志 次郎長三国志 次郎長三国志 次郎長三国志 吉宗評判記　暴れん坊将軍 鬼平犯科帳'71

#6 #7 #8 #9 #10 #69 #19
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１
雨引の文五郎 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#145 #146 #147 #148 #149 #20
11:00 11:00 生活情報の時間 11:00 日本の社 #9-10 11:00 「高倉健劇場４K」の作品紹介　#6 11:00 生活情報の時間 11:00 日本の社 #11-12 11:00

11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 主演：中村吉右衛門 ［新］　剣客商売４
陽炎の辻３～居眠り磐音 陽炎の辻３～居眠り磐音 陽炎の辻３～居眠り磐音 陽炎の辻３～居眠り磐音 陽炎の辻３～居眠り磐音 #1

江戸双紙～　#8 江戸双紙～　#9 江戸双紙～　#10 江戸双紙～　#11 江戸双紙～　#12 主演：藤田まこと
12:00 12:00　特選！大江戸買い物帳 12:00 12:00 12:00 12:00　特選！大江戸買い物帳 12:00 12:00

ベストセレクション 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 ベストセレクション ［新］　大岡越前 第6部 【お札になった偉人たち】
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 #1 夏目漱石の妻

新吾十番勝負　#21 新吾十番勝負　#22 新吾十番勝負　#23 新吾十番勝負　#24 新吾十番勝負　#25 主演：加藤剛
13:00 13:00 【鬼平クラシックス】 13:00 【新・藤沢周平劇場】 13:00 #3

鬼平犯科帳'71 13:00 13:00 13:00 新・腕におぼえあり 大岡越前 第6部 13:20
鬼平犯科帳１ 剣客商売２ ［新］　快刀！夢一座七変化 よろずや平四郎活人剣 ［終］　夏目漱石の妻

#14 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#6 #4 #1　主演：三田村邦彦 #6 #2
14:00 14:00 #4

14:00　【没後10年　 14:00 14:00 14:00 14:00 大岡越前 第6部
十八代目中村勘三郎】 長七郎江戸日記スペシャル （映画） 仕掛人・藤枝梅安 鬼平犯科帳スペシャル

（映画） 風雲！旗本奴と町奴 福沢諭吉 梅安乱れ雲 一本眉 #3 14:40　チャンネル初放送！
15:00 やじきた道中　てれすこ 15:00 【北大路欣也劇場】 【昭和と令和の忠臣蔵】

主演：里見浩太朗 主演：小林桂樹 主演：中村吉右衛門 風雲！真田幸村 （映画）
主演：中村勘三郎 主演：柴田恭兵 #25 決算！忠臣蔵

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 ［終］　風雲！真田幸村

翔べ！必殺うらごろし 翔べ！必殺うらごろし 16:10 翔べ！必殺うらごろし 翔べ！必殺うらごろし #26 主演：堤真一／岡村隆史
翔べ！必殺うらごろし

#4 #5 #7 #8 16:45 生活情報の時間 16:55 初めての「三屋清左衛門残日録」

17:00 17:00 17:00 #6 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6部 大岡越前 第6部 17:05 大岡越前 第6部 ［終］　大岡越前 第6部 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳１

大岡越前 第6部 密告 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#28 #29 #30 #31 #32 #14

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 ［終］　暴れん坊将軍Ⅱ 主演：中村吉右衛門 ［新］　剣客商売３

#1
#184 #185 #186 #187 #188 18:55 映画「仕掛人・藤枝梅安」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
子連れ狼 第2部 子連れ狼 第2部 子連れ狼 第2部 子連れ狼 第2部 子連れ狼 第2部 【小椋佳、時代劇の仕事】 必殺スペシャル

白虎隊 仕事人VSオール江戸警察
#4 #5 #6 #7 #8 第一部「京都動乱」

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
江戸の用心棒 江戸の用心棒 江戸の用心棒 江戸の用心棒 江戸の用心棒 主演：藤田まこと

#8 主演：里見浩太朗
#5 #6 #7 20:55 初めての「三屋清左衛門残日録」 #9 20:55 「高倉健劇場４K」のすべて　#6

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 【小椋佳、時代劇の仕事】

武蔵坊弁慶 武蔵坊弁慶 武蔵坊弁慶 武蔵坊弁慶 武蔵坊弁慶 小椋佳特番　後編
21:30 21:30

#9 #10 #11 #12 #13 白虎隊 樅ノ木は残った
22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 第二部「落城の賦」

22:00 22:00 22:00 22:00 新・腕におぼえあり
［新］　塚原卜伝 鬼平犯科帳１ 剣客商売２ 快刀！夢一座七変化 よろずや平四郎活人剣 主演：里見浩太朗

#1 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#7 #5 #2 #7 主演：里見浩太朗
23:00 主演：堺雅人

【時代劇プレミアム23】 23:00 23:00　【没後10年 23:00　【没後10年 23:00　【没後10年
23:20 長七郎江戸日記スペシャル 十八代目中村勘三郎】 十八代目中村勘三郎】 十八代目中村勘三郎】

奉行暗殺始末 長七郎立つ！ 森の石松 河井継之助 （映画）
0:00 江戸城の対決 駆け抜けた蒼龍 やじきた道中　てれすこ  0:00

主演：中村勘九郎 （映画）  0:20
主演：林与一 主演：里見浩太朗 （十八代目中村勘三郎） 主演：中村勘三郎 主演：中村勘三郎 燃えよ剣 仕掛人・藤枝梅安

梅安晦日蕎麦
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 ［終］　必殺仕事人Ⅴ 主演：岡田准一
必殺仕事人Ⅴ　激闘編 激闘編 主演：小林桂樹

#29 #30 #31 #32 #33
2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00

新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ 新・御宿かわせみ  2:05 新・御宿かわせみ 佐武と市捕物控
新・御宿かわせみ 冬夏の章

#13 #14 #15 #16 #17  2:40
3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00　メイキング・オブ・映画 金沢幻想物語

天下の副将軍 水戸光圀 天下の副将軍 水戸光圀 天下の副将軍 水戸光圀 ［終］　天下の副将軍 水戸光圀 「仕掛人・藤枝梅安」 天才泉鏡花が愛した女 出演：小池徹平
徳川御三家の激闘 徳川御三家の激闘 徳川御三家の激闘 徳川御三家の激闘  3:30 主演：壇蜜 ／遠藤憲一

#10 #11 #12 #13 インフォメーション  3:40 インフォメーション
 4:00  4:00  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】

【特選！日替り時代劇】

【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。



時代劇専門チャンネル　2022年12月編成表

12/26(月) 12/27(火) 12/28(水) 12/29(木) 12/30(金) 12/31(土)
4:00  4:00 （前日の続き）  4:00  4:00  4:00 【年末アンコール　「隠密奉行  4:00 【年末アンコール　「隠密奉行

大岡越前 第3部  4:20 大岡越前 第3部 大岡越前 第3部 朝比奈１」年末一挙放送！】 朝比奈１」年末一挙放送！】
仕掛人・藤枝梅安 ［新］　隠密奉行　朝比奈１ 隠密奉行　朝比奈１

#26 梅安乱れ雲 #27 #28 #1　主演：北大路欣也 #6
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 隠密奉行　朝比奈１ 隠密奉行　朝比奈１
主演：小林桂樹

#132 #133 #134 #2 #7
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

［新］　御家人斬九郎３ かあちゃん 御家人斬九郎３ 御家人斬九郎３ 隠密奉行　朝比奈１ 隠密奉行　朝比奈１
#1

主演：市原悦子 #2 #3 #3 #8
7:00 主演：渡辺謙  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00

大岡越前 第5部 大岡越前 第5部 大岡越前 第5部 隠密奉行　朝比奈１ 隠密奉行　朝比奈１
 7:30　メイキング・オブ・映画

「仕掛人・藤枝梅安」 #23 #24 #25 #4 #9
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

運命峠 運命峠 運命峠 運命峠 隠密奉行　朝比奈１ ［終］　隠密奉行　朝比奈１

#3 #4 #5 #6 #5 #10
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00　「三屋清左衛門残日録

次郎長三国志 次郎長三国志 ［終］　次郎長三国志 おんなの密書 あの日の声」メイキング  9:25 映画「仕掛人・藤枝梅安」ナビ

 9:30 【年末アンコール　  9:30 【年末アンコール　
#11 #12 #13 主演：古谷一行 「暴れん坊将軍スペシャル」3作品一挙放送】 「暴れん坊将軍スペシャル」3作品一挙放送】

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 暴れん坊将軍Ⅱスペシャル 暴れん坊将軍Ⅱスペシャル
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 吉宗失脚！？初春一番の 勅使下向、天下を賭けた

#152 大江戸裁き！　主演：松平健 江戸っ子神輿！　主演：松平健

#150 #151 10:55 初めての「三屋清左衛門残日録」 #153 10:55 映画「仕掛人・藤枝梅安」ナビ 10:45
11:00 11:00 生活情報の時間 11:00 初めての「三屋清左衛門残日録」 11:00 11:00 11:00 【小椋佳、時代劇の仕事】 暴れん坊将軍Ⅱスペシャル

11:15 11:05 映画「仕掛人・藤枝梅安」ナビ ［新］　子連れ狼 子連れ狼 小椋佳特番　前編 燃える江戸城！
陽炎の辻３～居眠り磐音 11:15　［終］　陽炎の辻３ #1 11:30 男たちの一番纏！

江戸双紙～　#13 ～居眠り磐音 江戸双紙～　#14 主演：北大路欣也 #2 子連れ狼 主演：松平健
12:00 12:00　「三屋清左衛門残日録　 12:00 12:00 12:00 【セレクション放送】 12:00　チャンネル初放送！

あの日の声」メイキング 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 #1　主演：北大路欣也 【昭和と令和の忠臣蔵】
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 （映画）

新吾十番勝負　#26 新吾十番勝負　#27 新吾十番勝負　#28 新吾十番勝負　#29 快刀！夢一座七変化 決算！忠臣蔵
13:00 13:00 【鬼平クラシックス】 【セレクション放送】  

鬼平犯科帳'71 13:00 13:00 13:00 #1　主演：三田村邦彦
鬼平犯科帳１ 剣客商売２ 快刀！夢一座七変化 13:30　メイキング・オブ・映画 主演：堤真一／岡村隆史

#15 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#7 #5 #2 「仕掛人・藤枝梅安」
14:00

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:15
ビートたけしの痛快時代劇 長七郎江戸日記スペシャル 陽炎の辻スペシャル 陽炎の辻 スペシャル 陽炎の辻 完結編 忠臣蔵　前篇
なめくじ長屋捕物さわぎ 血闘　荒木又右衛門 ～居眠り磐音　江戸双紙～ ～居眠り磐音　江戸双紙～ ～居眠り磐音　江戸双紙～ 「君、怒りもて往生を遂ぐ」

15:00 夢の通い路 海の母   
主演：ビートたけし 主演：里見浩太朗 主演：山本耕史 主演：山本耕史 主演：山本耕史

15:40 生活情報の時間 15:30　池波正太郎の江戸料理帳  主演：里見浩太朗
15:55 初めての「三屋清左衛門残日録」 15:45 生活情報の時間 15:55 映画「仕掛人・藤枝梅安」ナビ ～映画「仕掛人・藤枝梅安」裏の世界～ 15:35

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 【年末アンコール
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 超大作が描く歴史の分岐点】 16:20

桶狭間 忠臣蔵　後篇
#9 #10 #11 #12 ～織田信長　覇王の誕生～ 「我、一死もて大義に生く」

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00  
［新］　大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 主演：市川海老蔵

#1 主演：里見浩太朗
主演：加藤剛 #2 #3 #4 17:40

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 （映画）
［新］　暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 燃えよ剣

#1  18:30　「三屋清左衛門残日録

主演：松平健 #2 #3 #4 あの日の声」メイキング
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 主演：岡田准一 19:00 【年末アンコール

子連れ狼 第2部 子連れ狼 第2部 子連れ狼 第2部 子連れ狼 第2部 年越し！「鬼平犯科帳」】
#12 鬼平犯科帳スペシャル

#9 #10 #11 19:55 初めての「三屋清左衛門残日録」 山吹屋お勝
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00  

江戸の用心棒 江戸の用心棒 江戸の用心棒 江戸の用心棒 20:15 主演：中村吉右衛門
#11 （映画）

#10 20:55 初めての「三屋清左衛門残日録」 #12 #13 戦国自衛隊 20:45
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 ＜4Kデジタル修復版＞ 鬼平犯科帳スペシャル

武蔵坊弁慶 武蔵坊弁慶 武蔵坊弁慶 武蔵坊弁慶  兇賊
 

#14 #15 #16 #17 主演：千葉真一
22:00  主演：中村吉右衛門

22:00 22:00 22:00 22:00
塚原卜伝 鬼平犯科帳１ 剣客商売２ 快刀！夢一座七変化 22:30　メイキング・オブ・映画

#2 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#8 #6 #3 22:40 【小椋佳、時代劇の仕事】 「仕掛人・藤枝梅安」
23:00 23:00 小椋佳特番　後編 23:00 【年末アンコール

塚原卜伝 23:00 23:00 23:00 23:10 年越し！「鬼平犯科帳」】
長七郎江戸日記スペシャル 【年末アンコール　特集・西郷輝彦～ 必殺スペシャル 樅ノ木は残った （映画）

#3 柳生の陰謀 輝きの“二刀流”スター～】 必殺忠臣蔵 鬼平犯科帳　劇場版
0:00  0:00  （映画）  

夢ぞ見し どてらい男 主演：里見浩太朗
主演：里見浩太朗 主演：藤田まこと 主演：中村吉右衛門

主演：岩下志麻 主演：西郷輝彦
1:00  1:00  1:00  1:00  1:00

仕掛人・藤枝梅安 泥棒と若殿 源九郎旅日記　葵の暴れん坊 かあちゃん
梅安針供養 【セレクション放送】  1:30　メイキング・オブ・映画

 主演：田中邦衛 #39　主演：西郷輝彦 「仕掛人・藤枝梅安」 主演：市原悦子
2:00   2:00

主演：小林桂樹 新・御宿かわせみ  2:00  2:00　BS・CS初放送！  2:00　BS・CS初放送！  2:00　BS・CS初放送！
どてらい男【セレクション放送】 どてらい男 どてらい男 どてらい男

 2:40 #18 #1　主演：西郷輝彦 【セレクション放送】　#7 【セレクション放送】　#9 【セレクション放送】　#11
3:00 仕掛人・藤枝梅安  3:00  3:00  3:00　BS・CS初放送！  3:00　BS・CS初放送！  3:00　BS・CS初放送！

梅安岐れ道 新・御宿かわせみ どてらい男 どてらい男 どてらい男 どてらい男
【セレクション放送】 【セレクション放送】 【セレクション放送】 【セレクション放送】

主演：小林桂樹 #19 #3 #8 #10 #12
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【年末アンコール　特集・西郷輝彦～輝きの“二刀流”スター～】

【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】

【特選！日替り時代劇】

【年末アンコール　山本耕史主演｢陽炎の辻スペシャル｣全3作品3日連続放送！】

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。




