
時代劇専門チャンネル　2023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) 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 #1～5
・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネル「藤純子劇場4K」の作品紹介
・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネルpresents「藤純子劇場4K」のすべて
・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

・2/1(水)あさ4:00～2/4(土)深夜4:00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。

・2/4(土)21:30 ～「岡っ引どぶ３―流人島殺人事件―」
・2/4(土)23:30 ～「岡っ引どぶ４―謎の凧あげ連続殺人事件―」
・2/8(水)23:00 ～「岡っ引どぶ５―風車殺人事件―」
・2/15(水)23:00 ～「岡っ引どぶ６―折鶴殺人事件―」

■番組情報マーク
[新]:新シリーズスタート
[終]:シリーズ終了

… 2/7(火)深夜1:00～2/8(水)7:00 (6時間)
放送機器メンテナンスのため、放送休止

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　2023年2月編成表

02/01(水) 02/02(木) 02/03(金) 02/04(土) 02/05(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

大岡越前 第4部 大岡越前 第4部 大岡越前 第4部 旗本退屈男 悪党狩り
#18 #10 #18

主演：加藤剛 #19 #20 主演：市川右太衛門 主演：尾上菊五郎
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 旗本退屈男 悪党狩り
#155

主演：松平健 #156 #157 #11 #19
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

御家人斬九郎５ 御家人斬九郎５ 御家人斬九郎５ 旗本退屈男 悪党狩り
#3

主演：渡辺謙 #4 #5 #12 #20
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 【北大路欣也劇場】

大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 吉宗評判記　暴れん坊将軍 ご存知！旗本退屈男　Ⅳ
#19 #82

主演：加藤剛 #20 #21 主演：松平健  
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00 主演：北大路欣也

盤嶽の一生 盤嶽の一生 盤嶽の一生 吉宗評判記　暴れん坊将軍
#5

主演：役所広司 #6 #7 #83  8:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#1

9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00 【鬼平クラシックス】
夜桜お染 夜桜お染 ［終］　夜桜お染 吉宗評判記　暴れん坊将軍 鬼平犯科帳'71

#8 #24
主演：若村麻由美 #9 #10 #84 主演：初代 松本白鸚

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 鬼平犯科帳スペシャル 鬼平犯科帳１

#174 見張りの糸 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
主演：松平健 #175 #176  #25　主演：中村吉右衛門

11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 【池波正太郎劇場】
子連れ狼 第2部 子連れ狼 第2部 子連れ狼 第2部 主演：中村吉右衛門 剣客商売４

#14 #6
主演：北大路欣也 #15 #16 11:45 生活情報の時間 主演：藤田まこと

12:00 12:00 12:00 12:00　特選！大江戸買い物帳 12:00 12:00 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6部 12:15 映画「仕掛人・藤枝梅安」ナビ　#1～3

12:30　隠密剣士 12:30 12:30　池波正太郎の江戸料理帳 #16 12:30　オリジナル時代劇
#9　主演：荻島真一 隠密剣士　#10 ～映画「仕掛人・藤枝梅安」裏の世界～ 主演：加藤剛 三屋清左衛門残日録

13:00 13:00 【新・藤沢周平劇場】 13:00 完結篇
13:00 13:00 新・腕におぼえあり 大岡越前 第6部  

剣客商売２ 快刀！夢一座七変化 よろずや平四郎活人剣
#10　主演：藤田まこと #7　主演：三田村邦彦 #11　主演：高嶋政伸 #17 主演：北大路欣也

14:00 14:00
14:00 14:00 14:00 大岡越前 第6部

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 14:30
雨引の文五郎 高萩の捨五郎 一寸の虫 #18 樅ノ木は残った

15:00 15:00 【北大路欣也劇場】
主演：中村吉右衛門 主演：中村吉右衛門 主演：中村吉右衛門 ご存知！旗本退屈男　Ⅴ  

主演：田村正和
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 主演：北大路欣也
必殺仕掛人 必殺仕掛人 必殺仕掛人

#9
主演：緒形拳 #10 #11 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 【池波正太郎劇場】 17:00 【池波正太郎劇場】
大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 剣客商売 鬼平犯科帳１

#24 剣の誓約 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
主演：加藤剛 #25 #26  #19

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 【池波正太郎劇場】
暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 主演：北大路欣也 ［新］　剣客商売４

#24 #1
主演：松平健 #25 #26 18:55 映画「仕掛人・藤枝梅安」ナビ　#3 主演：藤田まこと

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00　オリジナル時代劇
雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 雲霧仁左衛門 公開収録！ 【池波正太郎原作

#3 新たな鬼平・松本幸四郎 オリジナル時代劇の軌跡】
主演：山崎努 #4 #5  特別番組 第四弾 闇の狩人 後篇

20:00 20:10 映画「仕掛人・藤枝梅安」ナビ　#5 20:10 映画「仕掛人・藤枝梅安」ナビ　#1 20:10 映画「仕掛人・藤枝梅安」ナビ　#2 ～四代目鬼平・中村吉右衛門編～

20:15 20:15 20:15 出演：松本幸四郎 主演：中村梅雀
御用牙 刺客街道 花笛伝奇

鬼平犯科帳スペシャル 20:45　メイキング・オブ・
21:00    引き込み女 映画「仕掛人・藤枝梅安」

主演：渡辺謙 主演：加藤剛 主演：松方弘樹 主演：中村吉右衛門 21:15
21:30 （映画）

［解］　岡っ引どぶ３ 敵は本能寺にあり
22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 ―流人島殺人事件―

22:00 22:00 新・腕におぼえあり   
［終］　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：八代目松本幸四郎

#11 #8 #12 主演：田中邦衛 （初代松本白鸚）
23:00

23:00 23:00 23:00 23:15 「藤純子劇場4K」の作品紹介　#1

長七郎江戸日記スペシャル 長七郎江戸日記スペシャル 長七郎江戸日記スペシャル 23:30 23:30
母は敵か？！正雪の陰謀 風雲！旗本奴と町奴 血闘　荒木又右衛門 ［解］　岡っ引どぶ４ どてらい男

0:00    ―謎の凧あげ連続殺人事件― 【セレクション放送】　#1
主演：里見浩太朗  主演：西郷輝彦

主演：里見浩太朗 主演：里見浩太朗  0:30
 0:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#1 主演：田中邦衛 どてらい男

1:00  1:00  1:00  1:00 【セレクション放送】
必殺仕事人Ⅴ 必殺仕事人Ⅴ 必殺仕事人Ⅴ #3

風雲竜虎編　#5 風雲竜虎編 風雲竜虎編  1:30　メイキング・オブ・  1:30
主演：藤田まこと #6 #7 映画「仕掛人・藤枝梅安」 （映画）

2:00 真田十勇士
 2:00  2:00  2:00  2:00
新・座頭市Ⅱ【セレクション放送】 新・座頭市Ⅱ 新・座頭市Ⅲ 新・座頭市Ⅲ  

 #1 　主演：勝新太郎 【セレクション放送】 #10 【セレクション放送】 #4 【セレクション放送】 #12 主演：中村勘九郎
3:00  3:00  3:00  3:00  3:00

新・座頭市Ⅱ 新・座頭市Ⅲ 新・座頭市Ⅲ 新・座頭市Ⅲ
【セレクション放送】 【セレクション放送】 #1 【セレクション放送】 【セレクション放送】

#4  主演：勝新太郎  #6 #26
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【はじめての「座頭市」】

【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　2023年2月編成表

02/06(月) 02/07(火) 02/08(水) 02/09(木) 02/10(金) 02/11（土・祝） 02/12(日)
4:00  4:00  4:00 （前日の続き）  4:00  4:00  4:00  4:00

大岡越前 第4部 大岡越前 第4部 大岡越前 第4部 大岡越前 第4部 旗本退屈男 悪党狩り
放送機器メンテナンスのため

#21 #22 放送休止 #23 #24 #13 #21
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 旗本退屈男 悪党狩り

#158 #159 #160 #161 #14 #22
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

御家人斬九郎５ 御家人斬九郎５ 御家人斬九郎５ 御家人斬九郎５ 旗本退屈男 悪党狩り

#6 #7 #8 #9 #15 #23
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 吉宗評判記　暴れん坊将軍 ご存知！旗本退屈男　Ⅴ

#22 #23 #24 #25 #26 #85  
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00 主演：北大路欣也

盤嶽の一生 盤嶽の一生 ［終］　盤嶽の一生 ［新］　武蔵坊弁慶 武蔵坊弁慶 吉宗評判記　暴れん坊将軍
#1

#8 #9 #10 主演：中村吉右衛門 #2 #86  8:45 「藤純子劇場4K」の作品紹介　#1

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 吉宗評判記　暴れん坊将軍 鬼平犯科帳'71

#1
主演：古谷一行 #2 #3 #4 #5 #87 #25

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 ［終］　鬼平犯科帳１

密告 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#177 #178 #179 #180 #181  

11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 #26
子連れ狼 第2部 子連れ狼 第2部 ［終］　子連れ狼 第2部 ［新］　子連れ狼　完結編 子連れ狼　完結編 主演：中村吉右衛門 11:20 【池波正太郎劇場】

#1 剣客商売４
#17 #18 #19 主演：北大路欣也 #2 11:45 生活情報の時間

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 #7
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6部 12:15 生活情報の時間

12:30 12:30 12:30　メイキング・オブ・ 12:30　［新］　隠密剣士　突っ走れ！ 12:30 12:30　オリジナル時代劇
隠密剣士　#11 ［終］　隠密剣士　#12 映画「仕掛人・藤枝梅安」 #1　主演：荻島真一 隠密剣士　突っ走れ！　#2 #19 三屋清左衛門残日録

13:00 13:00 【鬼平クラシックス】 13:00 【新・藤沢周平劇場】 13:00 三十年ぶりの再会
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  

#20 鬼平犯科帳１ ［終］　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：初代 松本白鸚 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ #11 #8 #12 #20 主演：北大路欣也

14:00 【午後のスペシャルアワー】 #12　主演：中村吉右衛門 14:00
14:00 【午後のスペシャルアワー】 14:00 14:00 14:00 大岡越前 第6部

［新］　塚原卜伝 14:20 はぐれ狼 喧嘩安兵衛 鬼平犯科帳スペシャル 14:30
#1 長七郎江戸日記スペシャル 決闘高田ノ馬場 盗賊婚礼 #21 【＜3ヵ月(1-3月)連続＞市川雷蔵主演

15:00 主演：堺雅人 ふたり長七郎　京の舞い   15:00 【北大路欣也劇場】 「大菩薩峠<４Ｋデジタル修復版>」

 主演：中村梅之助 主演：高橋英樹 主演：中村吉右衛門 ご存知！旗本退屈男　Ⅵ ３部作TV初放送】
15:30 生活情報の時間 主演：里見浩太朗 （映画）
15:45 「藤純子劇場4K」の作品紹介　#1 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  大菩薩峠

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 主演：北大路欣也 ＜4Kデジタル修復版＞
必殺仕掛人 必殺仕掛人 必殺仕掛人 必殺仕掛人 必殺仕掛人 主演：市川雷蔵

16:40 生活情報の時間
#12 #13 #14 #15 #16 16:45 生活情報の時間 16:55 映画「仕掛人・藤枝梅安」ナビ　#2

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7部 ［新］　大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 剣客商売 鬼平犯科帳１

#1 鬼熊酒屋 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#27 主演：加藤剛 #2 #3 #4  #20

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 【池波正太郎劇場】
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 暴れん坊将軍Ⅲ 主演：北大路欣也 剣客商売４

#27 #28 #29 #30 #31 18:55 映画「仕掛人・藤枝梅安」ナビ　#1 #2
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00　【映画「宮本武蔵」 19:00　オリジナル時代劇

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 <4Kデジタルリマスター版> 【池波正太郎原作
5部作TV初放送】 オリジナル時代劇の軌跡】

#6 #7 #8 #9 #10 （映画） 鬼平外伝
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 宮本武蔵 夜兎の角右衛門

［新］　斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ 主演：中村梅雀
#1　主演：中村吉右衛門 #2 #3 #4 #5 主演：中村錦之助 20:55 映画「仕掛人・藤枝梅安」ナビ　#3

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00　　TV初放送！ 21:00
［新］　銀二貫 銀二貫 銀二貫 銀二貫 銀二貫 （映画） ［新］　大江戸もののけ物語

#1 宮本武蔵 #1　主演：岡田健史
主演：林遣都 #2 #3 #4 #5 般若坂の決斗 （現・水上恒司）

22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ 22:10
22:00　［新］　びいどろで候 22:00 22:00 22:00 新・腕におぼえあり 大江戸もののけ物語

～長崎屋夢日記～　#1 鬼平犯科帳１ ［新］　剣客商売３ 快刀！夢一座七変化 よろずや平四郎活人剣 主演：中村錦之助
出演：八千草薫／原田知世 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#13 #1 #9 #13 #2

23:00 23:00
23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 暴れん坊将軍Ⅱスペシャル 23:25 映画「仕掛人・藤枝梅安」ナビ　#4

けろりの道頓 長七郎江戸日記スペシャル ［解］　岡っ引どぶ５ （映画） （映画） 燃える江戸城！ 23:30
秀吉と女を争った男 千姫有情　母ありき ―風車殺人事件― 勢揃い東海道 太秦ライムライト 男たちの一番纏！ どてらい男

0:00    主演：松平健 【セレクション放送】
主演：里見浩太朗 主演：田中邦衛 出演：片岡千恵蔵／市川右太衛門   0:20 #7

主演：西田敏行 ／北大路欣也 主演：福本清三 （映画）  0:30
 0:45 「藤純子劇場4K」の作品紹介　#1  0:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#1 旗本退屈男(１９５８年) どてらい男

1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  【セレクション放送】
必殺仕事人Ⅴ  必殺仕事人Ⅴ 必殺仕事人Ⅴ 必殺仕事人Ⅴ #8
風雲竜虎編 1：00 ～7：00（6時間） 風雲竜虎編 風雲竜虎編 風雲竜虎編 出演：市川右太衛門  1:30

#8 放送機器メンテナンスのため #9 #10 #11 ／北大路欣也 河井継之助
2:00  2:00 放送休止  2:00  2:00  2:00 駆け抜けた蒼龍

（映画） ［新］　名奉行 大岡越前２ 名奉行 大岡越前２ 名奉行 大岡越前２  2:20  
やじきた道中　てれすこ #1 大暴れ！一心太助

主演：北大路欣也 #3 #5 天下の御意見番 主演：中村勘三郎
3:00   3:00  3:00  3:00 大久保彦左衛門罷り通る

主演：中村勘三郎 名奉行 大岡越前２ 名奉行 大岡越前２ 名奉行 大岡越前２
主演：風間杜夫

 #2 #4 #6  3:50 インフォメーション
 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　2023年2月編成表

02/13(月) 02/14(火) 02/15(水) 02/16(木) 02/17(金) 02/18(土) 02/19(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

［終］　大岡越前 第4部 ［新］　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 旗本退屈男 ［終］　悪党狩り
#1

#25 主演：加藤剛 #2 #3 #4 #16 #24
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 旗本退屈男 ビートたけしの痛快時代劇
なめくじ長屋捕物さわぎ

#162 #163 #164 #165 #166 #17  
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

［終］　御家人斬九郎５ 仕掛人　藤枝梅安 ［新］　仕掛人　藤枝梅安 仕掛人　藤枝梅安 仕掛人　藤枝梅安 旗本退屈男 主演：ビートたけし
スペシャル #1

#10  主演：渡辺謙 #2 #3 #18
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 【北大路欣也劇場】

主演：渡辺謙 大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 吉宗評判記　暴れん坊将軍 ご存知！旗本退屈男　Ⅵ
 7:30　池波正太郎の江戸料理帳  7:30　メイキング・オブ・
～映画「仕掛人・藤枝梅安」裏の世界～  7:45 「藤純子劇場4K」の作品紹介　#1 映画「仕掛人・藤枝梅安」 #27 #28 #88  

8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00 主演：北大路欣也
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 吉宗評判記　暴れん坊将軍

#3 #4 #5 #6 #7 #89  8:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#1

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 吉宗評判記　暴れん坊将軍 ［終］　鬼平犯科帳'71

#6 #7 #8 #9 #10 #90 #26
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 ［新］　鬼平犯科帳２
浅草・御厩河岸 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#182 #183 #184 #185 #186  #1
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 主演：中村吉右衛門

子連れ狼　完結編 子連れ狼　完結編 子連れ狼　完結編 子連れ狼　完結編 子連れ狼　完結編 主演：中村吉右衛門
11:30 【池波正太郎劇場】

#3 #4 #5 #6 #7 11:45 生活情報の時間 剣客商売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

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6部 #8
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30　オリジナル時代劇
隠密剣士　突っ走れ！　#3 隠密剣士　突っ走れ！　#4 隠密剣士　突っ走れ！　#5 隠密剣士　突っ走れ！　#6 隠密剣士　突っ走れ！　#7 #22 三屋清左衛門残日録

13:00 13:00 【鬼平クラシックス】 13:00 【新・藤沢周平劇場】 13:00 新たなしあわせ
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  

鬼平犯科帳１ ［新］　剣客商売３ 快刀！夢一座七変化 よろずや平四郎活人剣
#21 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#13 #1　主演：藤田まこと #9 #13 #23 主演：北大路欣也

14:00 14:00
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 大岡越前 第6部

塚原卜伝 長七郎江戸日記スペシャル 狐のくれた赤ん坊 浪人八景 鬼平犯科帳スペシャル 14:30　【映画「宮本武蔵」
#2 長七郎　大奥まかり通る 雪太郎風流剣 泥鰌の和助始末 #24 <4Kデジタルリマスター版>

15:00 15:00   15:00 【北大路欣也劇場】 5部作TV初放送】
塚原卜伝 主演：里見浩太朗 主演：田村高廣 主演：杉良太郎 主演：中村吉右衛門 ご存知！旗本退屈男　Ⅶ （映画）

宮本武蔵
#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  ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 主演：北大路欣也  
必殺仕掛人 必殺仕掛人 必殺仕掛人 必殺仕掛人 必殺仕掛人 主演：中村錦之助

16:40 生活情報の時間
#17 #18 #19 #20 #21 16:45 生活情報の時間 16:55 映画「仕掛人・藤枝梅安」ナビ　#1

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8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 剣客商売 鬼平犯科帳１

陽炎の男 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#5 #6 #7 #8 #9  #21

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 【池波正太郎劇場】
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 暴れん坊将軍Ⅲ 主演：北大路欣也 剣客商売４

#32 #33 #34 #35 #36 18:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#1 #3
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00　オリジナル時代劇

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 千利休とその妻たち 【池波正太郎原作
オリジナル時代劇の軌跡】

#11 #12 #13 #14 #15  鬼平外伝　熊五郎の顔
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 出演：栗原小巻

斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ ／藤田まこと 主演：寺島しのぶ
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ 20:30　池波正太郎の江戸料理帳

#6 #7 #8 #9 #10 20:55 映画「仕掛人・藤枝梅安」ナビ　#5 ～映画「仕掛人・藤枝梅安」裏の世界～

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
銀二貫 銀二貫 銀二貫 ［終］　銀二貫 町奉行日記 （映画） 大江戸もののけ物語

勢揃い東海道
#6 #7 #8 #9 主演：高橋英樹  #3

22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:10
22:00 22:00 22:00 22:00 新・腕におぼえあり 出演：片岡千恵蔵／市川右太衛門 大江戸もののけ物語

びいどろで候 鬼平犯科帳１ 剣客商売３ 快刀！夢一座七変化 よろずや平四郎活人剣 ／北大路欣也
～長崎屋夢日記～　#2 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#14 #2 #10 #14 #4

23:00 23:00
23:00　オリジナル時代劇 23:00 23:00 23:00 23:00　　TV初放送！ 影狩り 23:25 「藤純子劇場4K」のすべて　#1

【池波正太郎原作 長七郎江戸日記スペシャル ［解］　岡っ引どぶ６ （映画） 【映画「宮本武蔵」<4Kデジタル  23:30
オリジナル時代劇の軌跡】 天下を取れ！仕掛けられた反乱 ―折鶴殺人事件― 次郎長青春篇 リマスター版>5部作TV初放送】 どてらい男

0:00 池波正太郎時代劇スペシャル   つっぱり清水港 （映画） 主演：村上弘明 【セレクション放送】
「雨の首ふり坂」 主演：里見浩太朗 宮本武蔵　般若坂の決斗 #9
主演：中村梅雀  0:30　池波正太郎の江戸料理帳 主演：田中邦衛 主演：中村雅俊 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞  0:40  0:30

 0:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#1 ～映画「仕掛人・藤枝梅安」裏の世界～  0:45 「藤純子劇場4K」の作品紹介　#1 主演：中村錦之助 怪談津の国屋 どてらい男
1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00 半七捕物帳 【セレクション放送】

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  #10
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  1:30

#12 #13 #14 #15 #16 主演：露口茂 大奥 終章
2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00

名奉行 大岡越前２ 名奉行 大岡越前２ ［新］　半七捕物帳 半七捕物帳 半七捕物帳  2:20  
#1 夢と承知で 主演：木村文乃

#7 #9 #2 #4 鼠小僧大江戸青春絵図
3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  

名奉行 大岡越前２ ［終］　名奉行 大岡越前２ 主演：里見浩太朗 半七捕物帳 半七捕物帳
主演：風間杜夫

#8 #10 #3 #5
 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　2023年2月編成表

02/20(月) 02/21(火) 02/22(水) 02/23（木・祝） 02/24(金) 02/25(土) 02/26(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

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 旗本退屈男 ［新］　幻之介世直し帖
#1

#5 #6 #7 #8 #9 #19 主演：小林旭
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 旗本退屈男 幻之介世直し帖

#167 #168 #169 #170 #171 #20 #2
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

仕掛人　藤枝梅安 ［終］　仕掛人　藤枝梅安 仕掛人　藤枝梅安 ［新］　次郎長三国志 次郎長三国志 旗本退屈男 幻之介世直し帖
スペシャル　対決 #1

#4 #5  主演：高橋英樹 #2 #21 #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6部 大岡越前 第6部 主演：渡辺謙 大岡越前 第6部 ［終］　大岡越前 第6部 吉宗評判記　暴れん坊将軍 ご存知！旗本退屈男　Ⅶ

#29 #30  7:45 「藤純子劇場4K」の作品紹介　#1 #31 #32 #91  
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00 主演：北大路欣也

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 吉宗評判記　暴れん坊将軍

#8 #9 #10 #11 #12 #92
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00

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 吉宗評判記　暴れん坊将軍 国境を越えた男　

#11 #12 #13 #14 #15 #93 主演：中村雅俊
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 ［終］　暴れん坊将軍Ⅱ ［新］　暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 鬼平犯科帳 THE FINAL 鬼平犯科帳２
#1 前編 五年目の客 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#187 #188 主演：松平健 #2 #3  
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 #2

子連れ狼　完結編 子連れ狼　完結編 ［終］　子連れ狼　完結編 ［新］　天下の副将軍 水戸光圀 天下の副将軍 水戸光圀 主演：中村吉右衛門
徳川御三家の激闘　#1 徳川御三家の激闘

#8 #9 #10 主演：十二代目市川團十郎 #2 11:45 生活情報の時間 11:45 【池波正太郎劇場】
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 剣客商売４

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6部
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 #9
隠密剣士　突っ走れ！　#8 隠密剣士　突っ走れ！　#9 隠密剣士　突っ走れ！　#10 隠密剣士　突っ走れ！　#11 隠密剣士　突っ走れ！　#12 #25 12:45　オリジナル時代劇

13:00 13:00 【鬼平クラシックス】 13:00 【新・藤沢周平劇場】 13:00 三屋清左衛門残日録
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 陽のあたる道

鬼平犯科帳１ 剣客商売３ 快刀！夢一座七変化 よろずや平四郎活人剣  
#22 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#14 #2 #10 #14 #26

14:00 14:00 主演：北大路欣也
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 大岡越前 第6部

塚原卜伝 長七郎江戸日記スペシャル あぐら剣法無頼帖 闇の傀儡師 鬼平犯科帳スペシャル 14:30　　TV初放送！
#4 後の挑戦　さらば長七郎 用心棒と好色一代男 見張りの糸 #27 【映画「宮本武蔵」

15:00 15:00     15:00 【北大路欣也劇場】 <4Kデジタルリマスター版>
塚原卜伝 主演：里見浩太朗 主演：松平健 主演：北大路欣也 主演：中村吉右衛門 ご存知！旗本退屈男　Ⅷ 5部作TV初放送】

（映画）
#5 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  宮本武蔵　般若坂の決斗

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 主演：北大路欣也 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
必殺仕掛人 必殺仕掛人 必殺仕掛人 必殺仕掛人 必殺仕掛人 主演：中村錦之助

16:40 生活情報の時間
#22 #23 #24 #25 #26 16:45 生活情報の時間 16:55 映画「仕掛人・藤枝梅安」ナビ　#2

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8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 剣客商売 鬼平犯科帳１

手裏剣お秀 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#10 #11 #12 #13 #14  #22

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 【池波正太郎劇場】
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 暴れん坊将軍Ⅲ 主演：北大路欣也 剣客商売４

#37 #38 #39 #40 #41 #4
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00　　TV初放送！ 19:00　オリジナル時代劇

［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 【＜3ヵ月(1-3月)連続＞市川雷蔵主演 【池波正太郎原作
#1 「大菩薩峠<４Ｋデジタル修復版>」 オリジナル時代劇の軌跡】

主演：北大路欣也 #2 #3 #4 #5 ３部作TV初放送】 鬼平外伝　正月四日の客
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 （映画）

斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 大菩薩峠　竜神の巻 主演：松平健
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kデジタル修復版＞ 20:30　メイキング・オブ・

#11 #12 #13 #14 #15 主演：市川雷蔵 映画「仕掛人・藤枝梅安」
21:00 21:00 21:00 21:00

［新］　大江戸捜査網 大江戸捜査網 大江戸捜査網 大江戸捜査網 大江戸捜査網 公開収録！ ［終］　大江戸もののけ物語
（主演：里見浩太朗・第1シリーズ） （主演：里見浩太朗・第1シリーズ） （主演：里見浩太朗・第1シリーズ） （主演：里見浩太朗・第1シリーズ） （主演：里見浩太朗・第1シリーズ） 新たな鬼平・松本幸四郎

#1 #2 #3 #4 #5  特別番組 第四弾 #5
22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 ～四代目鬼平・中村吉右衛門編～

22:00 22:00 22:00 22:00 新・腕におぼえあり 出演：松本幸四郎
びいどろで候 鬼平犯科帳１ 剣客商売３ 快刀！夢一座七変化 よろずや平四郎活人剣 22:30

～長崎屋夢日記～　#3 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#15 #3 #11 #15 鬼平犯科帳スペシャル 泥棒と若殿
23:00 引き込み女

23:00　オリジナル時代劇 23:00 23:00 23:00 23:00 主演：中村吉右衛門 主演：田中邦衛
【池波正太郎原作 長七郎江戸日記スペシャル 喧嘩安兵衛 （映画） 狐のくれた赤ん坊 23:30 23:30
オリジナル時代劇の軌跡】 一心太助とご落胤 決闘高田ノ馬場 旗本退屈男(１９５８年) 必殺スペシャル どてらい男

0:00 闇の狩人 前篇 男一匹ここにあり！  世にも不思議な大仕事 【セレクション放送】
主演：中村梅雀 出演：市川右太衛門 主演：田村高廣 主水と秀 香港マカオで大あばれ #11

 0:30　メイキング・オブ・ 主演：里見浩太朗 主演：高橋英樹 ／北大路欣也  0:30
映画「仕掛人・藤枝梅安」  0:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#1 主演：藤田まこと どてらい男

1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00 【セレクション放送】
必殺仕事人Ⅴ 必殺仕事人Ⅴ ［終］　必殺仕事人Ⅴ ［新］　翔べ！ 翔べ！必殺うらごろし  1:20 #12
風雲竜虎編 風雲竜虎編 風雲竜虎編 必殺うらごろし 必殺スペシャル  1:30

#17 #18 #19 #1　主演：中村敦夫 #2 せん･りつ誘拐される 運命峠
2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00 主水どうする？

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 江戸政界の黒幕と対決！  
純金のカラクリ座敷 主演：松平健

#6 #8 #10 #12 #14
3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00 主演：藤田まこと

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
 3:30

#7 #9 #11 #13 #15 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　2023年2月編成表

02/27(月) 02/28(火)
4:00  4:00  4:00

大岡越前 第5部 大岡越前 第5部

#10 #11
5:00  5:00  5:00

暴れん坊将軍Ⅱ 暴れん坊将軍Ⅱ

#172 #173
6:00  6:00  6:00

次郎長三国志 次郎長三国志

#3 #4
7:00  7:00  7:00

［新］　大岡越前 第7部 大岡越前 第7部
#1

主演：加藤剛 #2
8:00  8:00  8:00

武蔵坊弁慶 武蔵坊弁慶

#13 #14
9:00  9:00  9:00

江戸の用心棒 江戸の用心棒

#16 #17
10:00 10:00 10:00

暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ

#4 #5
11:00 11:00 11:00

天下の副将軍 水戸光圀 天下の副将軍 水戸光圀
徳川御三家の激闘 徳川御三家の激闘

#3 #4
12:00 12:00　特選！大江戸買い物帳 12:00

ベストセレクション おひるの生活情報の時間
12:30 12:30　［終］　隠密剣士
隠密剣士　突っ走れ！　#13 突っ走れ！　#14

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'71 13:00

鬼平犯科帳１
#23 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#15

14:00
14:00 14:00

塚原卜伝 長七郎江戸日記スペシャル
#6 長七郎の陰謀

15:00 15:00  
［終］　塚原卜伝 主演：里見浩太朗

#7 15:45 生活情報の時間
16:00 16:00 16:00

必殺仕掛人 必殺仕掛人

#27 #28
17:00 17:00 17:00

大岡越前 第8部 大岡越前 第8部

#15 #16
18:00 18:00 18:00

暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ

#42 #43
19:00 19:00 19:00

隠密奉行　朝比奈１ 隠密奉行　朝比奈１

#6 #7
20:00 20:00 20:00

斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#16 #17
21:00

大江戸捜査網 大江戸捜査網
（主演：里見浩太朗・第1シリーズ） （主演：里見浩太朗・第1シリーズ）

#6 #7
22:00

22:00 22:00
びいどろで候 鬼平犯科帳１

～長崎屋夢日記～　#4 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#16

23:00
23:00　オリジナル時代劇 23:00
【池波正太郎原作 長七郎江戸日記スペシャル
オリジナル時代劇の軌跡】 ふたり長七郎　京の舞い

0:00 闇の狩人 後篇  
主演：中村梅雀

 0:30　池波正太郎の江戸料理帳 主演：里見浩太朗
～映画「仕掛人・藤枝梅安」裏の世界～

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

#3 #4
2:00  2:00  2:00

半七捕物帳 半七捕物帳

#16 #18
3:00  3:00  3:00

半七捕物帳 ［終］　半七捕物帳

#17 #19
 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。


