
時代劇専門チャンネル　2023年3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」 #2
・(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 #2
・(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 #2

・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
・お悩みスパっと解決！しあわせお届け便
・特選！大江戸買い物帳
・インフォメーション

・3/5(日)14:00～19:00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。

・3/8(水)23:00 ～「御用牙」
・3/20(月)14:00 ～「岡っ引どぶ１」
・3/21(火・祝)14:00 ～「岡っ引どぶ２―京洛殺人事件―」
・3/27(月)14:00 ～「岡っ引どぶ３―流人島殺人事件―」
・3/28(火)14:00 ～「岡っ引どぶ４―謎の凧あげ連続殺人事件―」

■番組情報マーク
[新]:新シリーズスタート
[終]:シリーズ終了

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3月編成表

03/01(水) 03/02(木) 03/03(金) 03/04(土) 03/05(日)
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 旗本退屈男 幻之介世直し帖
#12 #22 #4

主演：加藤剛 #13 #14 主演：市川右太衛門 主演：小林旭
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 幻之介世直し帖
#174

主演：松平健 #175 #176 #23 #5
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

次郎長三国志 次郎長三国志 次郎長三国志 旗本退屈男 幻之介世直し帖
#5

主演：高橋英樹 #6 #7 #24 #6
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 【北大路欣也劇場】

大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 吉宗評判記　暴れん坊将軍 ご存知！旗本退屈男　Ⅷ
#3 #94

主演：加藤剛 #4 #5 主演：松平健  
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 吉宗評判記　暴れん坊将軍
#15

主演：中村吉右衛門 #16 #17 #95  8:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#2

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 吉宗評判記　暴れん坊将軍 （映画） 

#18 高瀬舟
主演：古谷一行 #19 #20 #96 主演：前田吟 

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

#6 後編 雲竜剣 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
主演：松平健 #7 #8  #3　主演：中村吉右衛門

11:00 11:00 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 天下の副将軍 水戸光圀 主演：中村吉右衛門 剣客商売４
徳川御三家の激闘　#5 徳川御三家の激闘 徳川御三家の激闘 #10

主演：十二代目市川團十郎 #6 #7 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 【生誕120年

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 時代劇スタア・片岡千恵蔵】
12:30　［新］　青年同心隊　#1 12:30 12:30 #28 （映画）

CH初！　主演：西島一 青年同心隊　#2 青年同心隊　#3 主演：加藤剛 御存じ いれずみ判官
13:00 13:00 【新・藤沢周平劇場】 13:00

13:00 13:00 新・腕におぼえあり 大岡越前 第6部 主演：片岡千恵蔵
剣客商売３ 快刀！夢一座七変化 よろずや平四郎活人剣

#3　主演：藤田まこと #11　主演：三田村邦彦 #15　主演：高嶋政伸 #29 13:45 生活情報の時間
14:00 14:00 14:00

14:00 14:00 14:00 大岡越前 第6部 狐のくれた赤ん坊
上意討ち お助け信兵衛 鬼平犯科帳スペシャル

拝領妻始末 人情子守唄 密告 #30  
15:00    15:00 【北大路欣也劇場】 主演：田村高廣

主演：加藤剛 主演：高橋英樹 主演：中村吉右衛門 ご存知！旗本退屈男　Ⅸ
15:40

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  春姿ふたり鼠小僧
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  
#29 #31 主演：杉良太郎

主演：緒形拳 #30 16:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#2

17:00 17:00 17:00 17:00 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 鬼平犯科帳１

#17 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
主演：加藤剛 #18 #19 17:45 生活情報の時間 #23　主演：中村吉右衛門

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

#44 #45 婚礼の夜
主演：松平健 18:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#2 #46  #5

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00　オリジナル時代劇
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 主演：北大路欣也 【池波正太郎原作

#8 オリジナル時代劇の軌跡】
主演：北大路欣也 #9 #10 鬼平外伝　老盗流転

20:00 20:00 20:00 20:00
斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 荒木又右衛門 主演：橋爪功

＜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 男たちの修羅 20:30　オリジナル時代劇
#18 #19 ～映画「仕掛人・藤枝梅安」裏の世界～  三屋清左衛門残日録

21:00 21:00 21:00 21:00 あの日の声
大江戸捜査網 大江戸捜査網 大江戸捜査網 主演：加藤剛

（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）

#8 #9 #10 主演：北大路欣也
22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】

22:00 22:00 新・腕におぼえあり
剣客商売３ 快刀！夢一座七変化 よろずや平四郎活人剣 22:35 「藤純子劇場4K」の作品紹介　#2 22:30　【映画「宮本武蔵」

#4 #12 #16 22:50 <4Kデジタルリマスター版>
23:00 はやぶさ新八御用帳 5部作TV初放送】

大奥の恋人 （映画）
23:00（オリジナルドラマ） 23:00　チャンネル初放送！ 23:00　チャンネル初放送！  宮本武蔵

小河ドラマ 織田信長 （オリジナルドラマ） （オリジナルドラマ） 般若坂の決斗
0:00 主演：三宅弘城 （映画） （映画） 主演：中井貴一 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

 0:15 「藤純子劇場4K」の作品紹介　#2 小河ドラマ 龍馬がくる 小河ドラマ 徳川☆家康 主演：中村錦之助
 0:30　メイキング・オブ・ 劇場版 劇場版  0:30
映画「仕掛人・藤枝梅安」　#2 出演：三宅弘城／武田鉄矢 出演：三宅弘城／松平健 影狩り

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 ［新］　柳生一族の陰謀  

#5 #1 主演：村上弘明
主演：中村敦夫 #6 #7 主演：千葉真一

2:00  2:00　［新］　燃ゆる白虎隊　#1  2:00  2:00  2:00
CH初！　主演：中村竹弥 燃ゆる白虎隊　#3 燃ゆる白虎隊　#5 柳生一族の陰謀  2:10
 2:30  2:30  2:30 喧嘩安兵衛

燃ゆる白虎隊　#2 燃ゆる白虎隊　#4 燃ゆる白虎隊　#6 #2 決闘高田ノ馬場
3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  

［新］　黒書院の六兵衛 黒書院の六兵衛 黒書院の六兵衛 柳生一族の陰謀
#1 主演：高橋英樹

主演：吉川晃司 #2 #3 #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】

【＜明治座3月公演『大逆転！大江戸桜誉賑』応援企画＞小河ドラマ祭り】
【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3月編成表

03/06(月) 03/07(火) 03/08(水) 03/09(木) 03/10(金) 03/11(土) 03/12(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 ［終］　旗本退屈男 幻之介世直し帖

#15 #16 #17 #18 #19 #25 #7
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 大暴れ！一心太助 幻之介世直し帖
天下の御意見番

#177 #178 #179 #180 #181 大久保彦左衛門罷り通る #8
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

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 幻之介世直し帖
#12 主演：風間杜夫

#8 #9 #10 #11  6:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#2 #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7部 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 吉宗評判記　暴れん坊将軍 ご存知！旗本退屈男　Ⅸ

#6 #7 #8 #9 #10 #97  
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

#18 #19 #20 #21 #22 #98
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

#21 #22 #23 #24 #25 #99  9:45 生活情報の時間
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 剣客商売 鬼平犯科帳２
御老中暗殺 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#9 #10 #11 #12 #13  #4
11:00 11:00 11:00 11:00 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 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 主演：北大路欣也 ［終］　剣客商売４
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

#8 #9 #10 #11 #12 11:45 生活情報の時間 #11
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 【生誕120年

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 時代劇スタア・片岡千恵蔵】
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 （映画）

青年同心隊　#4 青年同心隊　#5 青年同心隊　#6 青年同心隊　#7 青年同心隊　#8 #31 任侠清水港
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 ［終］　大岡越前 第6部  
#24 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ 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：片岡千恵蔵

主演：初代 松本白鸚 #16　主演：中村吉右衛門 #4 #12 #16 #32
14:00 14:00 14:00 生活情報の時間

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 荒木又右衛門　伊賀の決闘 14:15 「藤純子劇場4K」の作品紹介　#2

千利休とその妻たち 長七郎江戸日記スペシャル 怪談津の国屋 騎馬奉行がゆく 鬼平犯科帳スペシャル 14:30
虫ケラ一匹なればこそ 半七捕物帳 浅草・御厩河岸 主演：里見浩太朗 【市川雷蔵主演

15:00 出演：栗原小巻 後の剣舞い   15:00 【北大路欣也劇場】 「大菩薩峠<４Ｋデジタル修復版>」

／藤田まこと 主演：露口茂 主演：高橋英樹 主演：中村吉右衛門 ［新］　旗本退屈男　#1 ３部作TV初放送】
主演：里見浩太朗 主演：北大路欣也 （映画）

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 大菩薩峠　竜神の巻
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 旗本退屈男 ＜4Kデジタル修復版＞

必殺仕掛人 ［終］　必殺仕掛人 ［新］　必殺渡し人 必殺渡し人 必殺渡し人 主演：市川雷蔵
#33 #1 #2 16:30　池波正太郎の江戸料理帳

#32 16:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#2 主演：中村雅俊 #2 #3 16:45 生活情報の時間 ～映画「仕掛人・藤枝梅安」裏の世界～

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 雲霧仁左衛門 鬼平犯科帳１

 江戸編 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#20 #21 #22 #23 #24 主演： 松方弘樹 #24

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
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 雲霧仁左衛門 剣客商売４

名古屋編
#47 #48 #49 #50 #51 主演： 松方弘樹 #6

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 【映画「宮本武蔵」 【池波正太郎原作

#1 <4Kデジタルリマスター版> オリジナル時代劇の軌跡】
主演：北大路欣也 #2 #3 #4 #5 5部作TV初放送】 鬼平外伝　 終章

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 （映画） 四度目の女房
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！ 宮本武蔵　二刀流開眼  

＜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：片岡愛之助
#20 #21 #22 #23 #24 主演：中村錦之助

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
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 暴れん坊将軍Ⅱスペシャル 【総決算！山吹色の時代劇】

（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） 燃える江戸城！ (映画）
#11 #12 #13 #14 #15 男たちの一番纒！ 殿、利息でござる！

22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】
22:00　びいどろで候 22:00 22:00 22:00 新・腕におぼえあり 主演：松平健  

～長崎屋夢日記～　#5 鬼平犯科帳１ ［終］　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 主演：阿部サダヲ
出演：八千草薫／原田知世 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#17 #5 #13 #17 暴れん坊将軍Ⅲスペシャル

23:00 将軍が消えた！？
23:00　オリジナル時代劇 23:00 23:00 23:00 23:00　チャンネル初放送！ 吉宗暗殺の渦巻く紀州和歌山 23:25 「藤純子劇場4K」のすべて　#2

【池波正太郎原作 長七郎江戸日記スペシャル ［解］　御用牙 夢と承知で （映画） 23:30
オリジナル時代劇の軌跡】 長七郎　大奥まかり通る  鼠小僧大江戸青春絵図 斬、 暴れん坊将軍Ⅲスペシャル

0:00 鬼平外伝  ＜PG-12＞ 主演：松平健 初富士の花嫁、
夜兎の角右衛門 主演：渡辺謙 主演：風間杜夫 主演：池松壮亮 吉宗の禁じられた恋！
主演：中村梅雀 主演：里見浩太朗  0:30　池波正太郎の江戸料理帳  0:30　池波正太郎の江戸料理帳

 0:45 「藤純子劇場4K」の作品紹介　#2  0:50 福来る。日本の縁起物　#1  0:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#2 ～映画「仕掛人・藤枝梅安」裏の世界～ ～映画「仕掛人・藤枝梅安」裏の世界～

1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00 主演：松平健
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 柳生一族の陰謀

 1:30
#8 #9 #10 #11 #12 #4 明智光秀

2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00 －神に愛されなかった男－
燃ゆる白虎隊　#7 燃ゆる白虎隊　#9 燃ゆる白虎隊　#11 ［終］　燃ゆる白虎隊　#13 怪談！妲妃のお百 柳生一族の陰謀  

 2:30  2:30  2:30  2:30　メイキング・オブ・
燃ゆる白虎隊　#8 燃ゆる白虎隊　#10 燃ゆる白虎隊　#12 映画「仕掛人・藤枝梅安」　#2 主演：梶芽衣子 #5 主演：唐沢寿明

3:00  3:00  3:00  3:00  3:00　［新］　丹下左膳  3:00  3:00
黒書院の六兵衛 黒書院の六兵衛 ［終］　黒書院の六兵衛 #1　主演：中村竹弥 丹下左膳　#3 柳生一族の陰謀

 3:30  3:30
#4 #5 #6 丹下左膳　#2 丹下左膳　#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  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3月編成表

03/13(月) 03/14(火) 03/15(水) 03/16(木) 03/17(金) 03/18(土) 03/19(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 ［新］　無宿侍 幻之介世直し帖
#1

#20 #21 #22 #23 #24 主演：天知茂 #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 無宿侍 幻之介世直し帖
#11

#182 #183 #184 #185 #186 #2  5:55
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00 幻之介世直し帖

［終］　次郎長三国志 ［新］　藤沢周平の 藤沢周平の用心棒日月抄 藤沢周平の用心棒日月抄 藤沢周平の用心棒日月抄 無宿侍
用心棒日月抄　#1 #12

#13 主演：小林稔侍 #2 #3 #4 #3  6:50
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 ［新］　大江戸もののけ物語

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 大岡越前 第7部 吉宗評判記　暴れん坊将軍 #1
#11 主演：岡田健史

 7:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#2 #12 #13 #14 #15 #100 （現・水上恒司）
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00 【北大路欣也劇場】

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 ［新］　旗本退屈男
#1

#23 #24 #25 #26 #27 #101 主演：北大路欣也
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00

［終］　江戸の用心棒 ［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！ 吉宗評判記　暴れん坊将軍 旗本退屈男
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#1 ＜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＞　#3 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#26 主演：中村吉右衛門 #2  9:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#2 #4 #102 #2
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 剣客商売 鬼平犯科帳２
剣の誓約 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#14 #15 #16 #17 #18  #5
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

［終］　天下の副将軍 水戸光圀 ［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 主演：北大路欣也 ［新］　剣客商売５
 徳川御三家の激闘 #1 #1

#13 主演：北大路欣也 #2 #3 #4 11:45 生活情報の時間 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7部 【総決算！山吹色の時代劇】

12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 #1 (映画）
青年同心隊　#9 青年同心隊　#10 青年同心隊　#11 青年同心隊　#12 ［終］　青年同心隊　#13 主演：加藤剛 殿、利息でござる！

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 13:00 13:00 新・腕におぼえあり 大岡越前 第7部  

鬼平犯科帳１ ［終］　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：阿部サダヲ
#25 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#17 #5 #13 #17 #2

14:00 14:00
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 大岡越前 第7部

眠狂四郎 眠狂四郎 眠狂四郎 眠狂四郎 鬼平犯科帳 THE FINAL 14:30　　TV初放送！
恋しぐれ円月殺法！ 江戸城に渦巻く陰謀！ 今日あって、 雪の夜に私を殺して！ 前編 五年目の客 #3 【映画「宮本武蔵」

15:00 将軍家、若君乱心の謎を斬る！ 母よ、妻よ、女たちよ、 明日なき命を生きる者 狂四郎を愛し続けた女  15:00 【北大路欣也劇場】 <4Kデジタルリマスター版>
円月殺法、御照覧あれ！！ 主演：中村吉右衛門 旗本退屈男 5部作TV初放送】

主演：田村正和 主演：田村正和 主演：田村正和 主演：田村正和 #3 （映画）
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 宮本武蔵　二刀流開眼

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 旗本退屈男 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
必殺渡し人 必殺渡し人 必殺渡し人 必殺渡し人 必殺渡し人 主演：中村錦之助

#4 16:30 生活情報の時間
#4 #5 #6 #7 #8 16:45 生活情報の時間 16:45 「藤純子劇場4K」の作品紹介　#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 ［終］　大岡越前 第8部 ［新］　大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 仕掛人　藤枝梅安 鬼平犯科帳１

#1 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#25 #26 主演：加藤剛 #2 #3  #25

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 主演：岸谷五朗 18:00
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 剣客商売４

#52 #53 #54 #55 #56 #7
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00　オリジナル時代劇

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 ［終］　隠密奉行　朝比奈２ 【映画『生きる LIVING』公開記念 【池波正太郎原作
甦る黒澤明の世界】 オリジナル時代劇の軌跡】

#6 #7 #8 #9 #10 (映画） 池波正太郎
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 椿三十郎 時代劇スペシャル「顔」

斬り捨て御免！ ［終］　斬り捨て御免！ ［新］　斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２  
＜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＞　#26 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#1 ＜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：松平健

#25 20:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#2 主演：中村吉右衛門 #2 #3 主演：織田裕二
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

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 21:15 「藤純子劇場4K」の作品紹介　#2 【総決算！山吹色の時代劇】
（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） 21:30　池波正太郎の江戸料理帳 (映画）

#16 #17 #18 #19 #20 ～映画「仕掛人・藤枝梅安」裏の世界～ 決算！忠臣蔵
22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00　TV初放送！

22:00 22:00 22:00 22:00 新・腕におぼえあり (舞台）  
びいどろで候 鬼平犯科帳１ ［新］　剣客商売４ 快刀！夢一座七変化 よろずや平四郎活人剣 音楽劇『まほろばかなた』 主演：堤真一

～長崎屋夢日記～　#6 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#18 #1　主演：藤田まこと #14 #18 ／岡村隆史
23:00  

23:00　オリジナル時代劇 23:00 23:00 主演：阪本奨悟 23:25 「藤純子劇場4K」のすべて　#2

【池波正太郎原作 長七郎江戸日記スペシャル 23:00 23:00 (映画） 23:30
オリジナル時代劇の軌跡】 後の挑戦　さらば長七郎 （映画） （映画） みをつくし料理帖 樅ノ木は残った

0:00 鬼平外伝　熊五郎の顔 御存じ いれずみ判官 任侠清水港 ※情報解禁：2/1(水)
主演：寺島しのぶ  

 0:30　メイキング・オブ・ 主演：里見浩太朗 主演：片岡千恵蔵 主演：片岡千恵蔵 主演：松本穂香 主演：田村正和
映画「仕掛人・藤枝梅安」　#2  0:50 福来る。日本の縁起物　#2  0:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#2

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  1:27 日本映画放送株式会社　番組審議委員会  1:15

#13 #14 #15 #16  1:30　池波正太郎の江戸料理帳 柳生一族の陰謀  1:30
 1:57 日本映画放送株式会社　番組審議委員会  1:57 日本映画放送株式会社　番組審議委員会  1:57 日本映画放送株式会社　番組審議委員会  1:57 日本映画放送株式会社　番組審議委員会 ～映画「仕掛人・藤枝梅安」裏の世界～ 荒木又右衛門

2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00 #7 男たちの修羅
［新］　ふたがしら ふたがしら ふたがしら ふたがしら ［終］　ふたがしら  2:10  

#1 柳生一族の陰謀
主演：松山ケンイチ #2 #3 #4 #5 主演：加藤剛

3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00 #8
丹下左膳　#5 丹下左膳　#7 丹下左膳　#9 丹下左膳　#11 丹下左膳　#13  3:05

 3:30  3:30  3:30  3:30  3:30 柳生一族の陰謀
丹下左膳　#6 丹下左膳　#8 丹下左膳　#10 丹下左膳　#12 丹下左膳　#14 #9

 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】

【午後のスペシャルアワー】

【生誕120年　時代劇スタア・片岡千恵蔵】
【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3月編成表

03/20(月) 03/21（火・祝） 03/22(水) 03/23(木) 03/24(金) 03/25(土) 03/26(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

大岡越前 第5部 ［終］　大岡越前 第5部 ［新］　大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 無宿侍 幻之介世直し帖
#1

#25 #26 主演：加藤剛 #2 #3 #4 #13
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00

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 無宿侍 幻之介世直し帖
#1 #14

#187 #188 主演：松平健 #2 #3 #5  5:55
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00 幻之介世直し帖

藤沢周平の用心棒日月抄 藤沢周平の用心棒日月抄 藤沢周平の用心棒日月抄 藤沢周平の用心棒日月抄 ［終］　藤沢周平の 無宿侍
用心棒日月抄 #15

#5 #6 #7 #8 #9 #6  6:50
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 大江戸もののけ物語

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 大岡越前 第7部 吉宗評判記　暴れん坊将軍
#2

#16 #17 #18 #19 #20 #103
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00 【北大路欣也劇場】

武蔵坊弁慶 武蔵坊弁慶 武蔵坊弁慶 武蔵坊弁慶 ［終］　武蔵坊弁慶 吉宗評判記　暴れん坊将軍 旗本退屈男
#28

 8:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#2 #29 #30 #31 #32 #104 #3
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00

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！ 吉宗評判記　暴れん坊将軍 旗本退屈男
＜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＞

#5 #6 #7 #8 #9 #105 #4
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 剣客商売 鬼平犯科帳２
鬼熊酒屋 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#19 #20 #21 #22 #23  #6
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

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 主演：北大路欣也 剣客商売５

#5 #6 #7 #8 #9 11:45 生活情報の時間 #2
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　オリジナル時代劇

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7部 三屋清左衛門残日録
12:30　［新］　江戸忍法帖　#1 12:30 12:30 12:30 12:30 あの日の声 
CH初！　主演：山城新伍 江戸忍法帖　#2 江戸忍法帖　#3 江戸忍法帖　#4 江戸忍法帖　#5 #4

13:00 13:00 【鬼平クラシックス】 13:00 【新・藤沢周平劇場】 13:00
［終］　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7部 主演：北大路欣也

鬼平犯科帳１ ［新］　剣客商売４ 快刀！夢一座七変化 よろずや平四郎活人剣
#26 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#18 #1　主演：藤田まこと #14 #18 #5

14:00 14:00 14:00　メイキング・オブ・
14:00 14:00 14:00 【生誕120年 14:00 【映画「宮本武蔵」 14:00 大岡越前 第7部 映画「仕掛人・藤枝梅安」　#2

［解］　岡っ引どぶ１ ［解］　岡っ引どぶ２ 時代劇スタア・片岡千恵蔵】 <4Kデジタルリマスター版> 鬼平犯科帳 THE FINAL 14:30
 ―京洛殺人事件― （映画） 5部作TV初放送】 後編 雲竜剣 #6 【総決算！山吹色の時代劇】

15:00  御存じ いれずみ判官 （映画） 15:00 【北大路欣也劇場】 (映画）
主演：田中邦衛 主演：田中邦衛 宮本武蔵　般若坂の決斗  旗本退屈男 決算！忠臣蔵

主演：片岡千恵蔵 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ 主演：中村吉右衛門 #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 主演：中村錦之助 15:50  

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 旗本退屈男 主演：堤真一
必殺渡し人 必殺渡し人 必殺渡し人 必殺渡し人 ［終］　必殺渡し人 ／岡村隆史

#6
#9 #10 #11 #12 #13 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9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 はぐれ狼 ［終］　鬼平犯科帳１

#7 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#4 #5 #6 17:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#2 #8  

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 主演：中村梅之助 #26
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 18:20

剣客商売４
#57 #58 #59 #60 #61

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00　　TV初放送！ #8
［新］　風雲江戸城 風雲江戸城 風雲江戸城 風雲江戸城 風雲江戸城 【市川雷蔵主演 19:20

怒涛の将軍徳川家光　#1 怒涛の将軍徳川家光 怒涛の将軍徳川家光 怒涛の将軍徳川家光 怒涛の将軍徳川家光 「大菩薩峠<４Ｋデジタル修復版>」 浪人八景　雪太郎風流剣
主演：北大路欣也 #2 #3 #4 #5 ３部作TV初放送】

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 (映画）  
斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 大菩薩峠　完結篇 主演：杉良太郎

＜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＞
#4 #5 #6 #7 #8 主演：市川雷蔵

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00　チャンネル初放送！ 21:00
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 【映画『生きる LIVING』公開記念 【総決算！山吹色の時代劇】

（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） 甦る黒澤明の世界】 そろばん侍 風の市兵衛SP
#21 #22 #23 #24 #25 （映画） ～天空の鷹～

22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 隠し砦の三悪人  
22:00 22:00 22:00 22:00 新・腕におぼえあり THE LAST PRINCESS

びいどろで候 鬼平犯科帳１ 剣客商売４ ［終］　快刀！夢一座七変化 よろずや平四郎活人剣 主演：向井理
～長崎屋夢日記～　#7 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#19 #2 #15 #19 主演：松本潤

23:00 23:00
23:00　オリジナル時代劇 23:00 23:00 23:00 23:00 23:10 【映画『生きる LIVING』公開記念

【池波正太郎原作 長七郎江戸日記スペシャル お助け信兵衛 あぐら剣法無頼帖 闇の傀儡師 騎馬奉行がゆく 甦る黒澤明の世界】
オリジナル時代劇の軌跡】 長七郎の陰謀 人情子守唄 用心棒と好色一代男 (映画）

0:00 鬼平外伝　正月四日の客      椿三十郎
主演：松平健 主演：高橋英樹 主演：北大路欣也 主演：高橋英樹

 0:30　メイキング・オブ・ 主演：里見浩太朗 主演：松平健
映画「仕掛人・藤枝梅安」　#2  0:50 福来る。日本の縁起物　#3  0:45 「藤純子劇場4K」の作品紹介　#2 主演：織田裕二

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 柳生一族の陰謀  1:20　チャンネル初放送！

（映画） 
#17 #18 #19 #20 #21 #10 斬、

2:00  2:00  2:00  2:00 ＜PG-12＞
 2:00（オリジナルドラマ）  2:00　チャンネル初放送！  2:00　チャンネル初放送！ ［新］　ふたがしら２ ふたがしら２ 柳生一族の陰謀

小河ドラマ 織田信長 （オリジナルドラマ） （オリジナルドラマ） #1 主演：池松壮亮
（映画） （映画） 主演：松山ケンイチ #2 #11

3:00 主演：三宅弘城 小河ドラマ 龍馬がくる 小河ドラマ 徳川☆家康  3:00  3:00  3:00  3:00
 3:10　池波正太郎の江戸料理帳 劇場版 劇場版 丹下左膳　#15 丹下左膳　#17 柳生一族の陰謀 （映画） 
～映画「仕掛人・藤枝梅安」裏の世界～  3:30  3:30 高瀬舟
 3:40 時代劇スタア列伝　その男、阪東妻三郎 出演：三宅弘城／武田鉄矢 出演：三宅弘城／松平健 丹下左膳　#16 丹下左膳　#18 #12 主演：前田吟 

 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】

【午後のスペシャルアワー】

【＜明治座3月公演『大逆転！大江戸桜誉賑』応援企画＞小河ドラマ祭り】

【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3月編成表

03/27(月) 03/28(火) 03/29(水) 03/30(木) 03/31(金)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

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

#4 #5 #6 #7 #8
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00

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

#4 #5 #6 #7 #8
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00

［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
#1

主演：古谷一行 #2 #3 #4 #5
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00

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 大岡越前 第7部

#21 #22 #23 #24 #25
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00

［新］　銀二貫 銀二貫 銀二貫 銀二貫 銀二貫
#1

主演：林遣都 #2 #3 #4 #5
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00

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＞

#10 #11 #12 #13 #14
10:00 10:00　メイキング・オブ・ 10:00 10:00 10:00 10:00

映画「仕掛人・藤枝梅安」　#2 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
10:30
［終］　隠密奉行　朝比奈１ #24 #25 #26 #27

11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
#10 ［新］　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

#1
主演：北大路欣也 #2 #3 #4

12:00 12:00　お悩みスパっと解決！ 12:00 12:00 12:00 12:00
しあわせお届け便 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

12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
江戸忍法帖　#6 江戸忍法帖　#7 江戸忍法帖　#8 江戸忍法帖　#9 江戸忍法帖　#10

13:00 13:00 13:00 【新・藤沢周平劇場】
平手造酒　利根の決闘 13:00 13:00 13:00 新・腕におぼえあり

鬼平犯科帳１ 剣客商売４ ［終］　快刀！夢一座七変化 よろずや平四郎活人剣
主演：古谷一行 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#19 #2 #15 #19

14:00
14:00 14:00 14:00 【生誕120年 14:00　　TV初放送！ 14:00

［解］　岡っ引どぶ３ ［解］　岡っ引どぶ４ 時代劇スタア・片岡千恵蔵】 【映画「宮本武蔵」<4Kデジタル 剣客商売
―流人島殺人事件― ―謎の凧あげ連続殺人事件― （映画） リマスター版>5部作TV初放送】 御老中暗殺

15:00 任侠清水港 （映画）  
主演：田中邦衛 主演：田中邦衛  宮本武蔵　二刀流開眼 主演：北大路欣也

主演：片岡千恵蔵 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 主演：中村錦之助 15:45 生活情報の時間

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
［新］　必殺橋掛人 必殺橋掛人 必殺橋掛人 必殺橋掛人 必殺橋掛人

#1
主演：津川雅彦 #2 #3 #4 #5

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00
大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部

#9 #10 #11 #12 #13
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

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

#62 #63 #64 #65 #66
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00

風雲江戸城 風雲江戸城 風雲江戸城 風雲江戸城 風雲江戸城
怒涛の将軍徳川家光 怒涛の将軍徳川家光 怒涛の将軍徳川家光 怒涛の将軍徳川家光 怒涛の将軍徳川家光

#6 #7 #8 #9 #10
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00

斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２
＜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＞

#9 #10 #11 #12 #13
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

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
（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）

#26 #27 #28 #29 #30
22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】

22:00 22:00 22:00 22:00 新・腕におぼえあり
びいどろで候 鬼平犯科帳１ 剣客商売４ 大岡政談 よろずや平四郎活人剣

～長崎屋夢日記～　#8 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#20 #3 主演：西郷輝彦 #20
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 23:00 23:00 23:00
オリジナル時代劇の軌跡】 虫ケラ一匹なればこそ (映画） (映画） そろばん侍 風の市兵衛SP

0:00 鬼平外伝　老盗流転 後の剣舞い 殿、利息でござる！ 決算！忠臣蔵 ～天空の鷹～
主演：橋爪功

 0:30　池波正太郎の江戸料理帳 主演：里見浩太朗 主演：堤真一 主演：向井理
～映画「仕掛人・藤枝梅安」裏の世界～  0:50 福来る。日本の縁起物　#4 主演：阿部サダヲ ／岡村隆史

1:00  1:00  1:00  1:00 　チャンネル初放送！
翔べ！必殺うらごろし ［終］　翔べ！  1:10 【市川雷蔵主演 【映画『生きる LIVING』公開記念

必殺うらごろし  1:30　メイキング・オブ・ 「大菩薩峠<４Ｋデジタル修復版>」 甦る黒澤明の世界】
#22 #23 映画「仕掛人・藤枝梅安」　#2 ３部作TV初放送】 （映画） 

2:00  2:00  2:00  2:00 （映画） 隠し砦の三悪人
ふたがしら２ ふたがしら２ ［終］　ふたがしら２ 大菩薩峠　竜神の巻 THE LAST PRINCESS

＜4Kデジタル修復版＞
#3 #4 #5 主演：市川雷蔵 主演：松本潤

3:00  3:00  3:00  3:00  3:00
丹下左膳　#19 丹下左膳　#21 丹下左膳　#23 丹下左膳　#25  3:10　池波正太郎の江戸料理帳

 3:30  3:30  3:30  3:30 ～映画「仕掛人・藤枝梅安」裏の世界～

丹下左膳　#20 丹下左膳　#22 丹下左膳　#24 ［終］　丹下左膳　#26  3:40 時代劇スタア列伝　その男、阪東妻三郎

 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】

【総決算！山吹色の時代劇】
【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。


