２０１７ 年 8 月 月 間 番 組 表
1（火）

2（水）

3（木）

1日（火）～16日（水）

4（金）

5（土）

選りすぐりの番組が集まる
WOWOW のメインチャンネル

6（日）

7（月）

8（火）

4 4:30 スター・ウォーズ／
次元大介の墓標〔PG12指定〕
ホームズ＆ワトソン in 4:45 洋楽BREAK
ホームズ＆ワトソン in
ホームズ＆ワトソン in
ホームズ＆ワトソン in
NY#2
NY#11
NY#14
NY#20
5:00 中国歴史ドラマ
5:00 料理長殿、ご用心
フォースの覚醒
5
▽5:25 #3
▽5:20 #12
▽5:30 #15
▽5:10 #21
「三国志 ～趙雲伝～」
▽6:10 #4
▽6:10 #13
▽6:20 #16
▽6:00 #22
#41
6
▽7:10 #17
▽6:50 #23
▽6:00 #42
6:30 邦楽BREAK
▽7:40 #24（終）
7:00 ウォンテッド
7:00 ウォンテッド
7:00 ウォンテッド
7:00 ウォンテッド
7:00 ユチョン主演
7:00 ユチョン主演
7 ～彼らの願い～#13
～彼らの願い～#16（終）
「屋根部屋のプリンス」#1
「屋根部屋のプリンス」#2
～彼らの願い～#14
～彼らの願い～#15
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8:00 BBC Earth 2017 アニマル・ベビー
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8 「月桂樹洋服店の紳士たち
「月桂樹洋服店の紳士たち
「月桂樹洋服店の紳士たち
「月桂樹洋服店の紳士たち
～野生の成長物語～#3（終） 8:30 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#1
「月桂樹洋服店の紳士たち
「月桂樹洋服店の紳士たち
～恋はオーダーメイド！～」#3
～恋はオーダーメイド！～」#4
～恋はオーダーメイド！～」#5
～恋はオーダーメイド！～」#6 9:00 リゾーリ＆アイルズ７ 9:00 ブラインドスポット２
～恋はオーダーメイド！～」#7
～恋はオーダーメイド！～」#8
9 9:35 韓国ドラマ
9:35 韓国ドラマ
9:35 韓国ドラマ
9:35 韓国ドラマ
9:45 今秋シーズン2スタート！WHO I AM 9:30 マイケル・チャンのテニス塾
ザ・ファイナル#9
タトゥーの女#19
10:00 連続ドラマＷ
10:00 ルパン三世
10:00 I LOVE スヌーピー
「ミッシングナイン」
「ミッシングナイン」
「ミッシングナイン」
「ミッシングナイン」 10:00 銘酒誕生物語
10 #1
#3
#5
#7
～究極の山田錦に迫る～
THE PEANUTS MOVIE
アキラとあきら 第四話
カリオストロの城
▽10:45 #2
▽10:45 #4
▽10:45 #6
▽10:45 #8
11:00 中国歴史ドラマ
11:00 ファミリーシアター
11 11:55 映画『関ヶ原』の全て 11:55 今さら聞けない「ツイン・ピークス」ナビ！ 11:55 映画『関ヶ原』の全て 11:55 韓国ドラマ「ミッシングナイン」ダイジェスト 「三国志 ～趙雲伝～」 ルパン三世
11:50 今さら聞けない「ツイン・ピークス」ナビ！ 11:30 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#1
#43
ルパンVS複製人間
0:00 クリミナル・マインド10 0:00 クリミナル・マインド10 0:00 クリミナル・マインド10 0:00 クリミナル・マインド10
0:00 クリミナル・マインド10 0:00 クリミナル・マインド11
0 FBI行動分析課#15
▽0:00 #44
FBI行動分析課#19
FBI行動分析課#21
0:45 スター・トレック
FBI行動分析課#23（終）
FBI行動分析課#2
FBI行動分析課#17
▽1:00 #16
▽1:00 #20
▽1:00 #22
▽1:00 #3
▽1:00 #18
1:00 V6坂本・長野・井ノ原が
1:00 クリミナル・マインド11
(2009)
1
トップアスリートに迫る
FBI行動分析課#1
2:00 SUITS／スーツ６
2:00 グレイズ・アナトミー13 2:00 リゾーリ＆アイルズ７ 2:00 ドラマＷ
スポーツ真夏の祭典
2:00 プロジェクト・
2:00 SUITS／スーツ６
2 #11
村田諒太SPゲスト！ 2:55 メガヒット劇場
#17
ザ・ファイナル#8
十月十日の進化論
ランウェイ14#16
#12
錦織圭、メッシ、乾貴士
3:00 ミケランジェロ・
3:00 コンカッション
3:00 巨神兵東京に現わる 劇場版
3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店の紳士 3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店の紳士
スター・トレック
3 プロジェクト
BEYOND
徹底解剖
たち～恋はオーダーメイド！～」#1
たち～恋はオーダーメイド！～」#2
3:15 シン・ゴジラ
4:00 アカデミー賞への招待
4:15 後妻業の女
4:15 64－ロクヨン－前編
4
ナッシュビル
〔PG12指定〕
5:00 シークレット ウインドウ 5:15 サウスポー
5:00 RONALDO／ロナウド
5
5:45 生中継！
LPGA女子ゴルフツアー
6:20 64－ロクヨン－後編
6 6:45 ウォール・ストリート
メジャー第４戦！
6:45 最新映画情報 週刊Hollywood Express
6:45 四月は君の嘘
6:30 真田十勇士
全英リコー女子オープン 7:10 カイ（EXO）主演「チョコバンク」#3
7
第１日
7:30 平日夜は最新映画！
7:30 韓国ドラマ
8:20 平日夜は最新映画！
あやしい彼女
「ミッシングナイン」 8:00 生中継！LPGA女子ゴルフツアー
8
#9
メジャー第４戦！全英リコー女子オープン 第３日
8:50 映画『関ヶ原』の全て
ニューヨーク、
▽8:45 #10
愛を探して
9:00 平日夜は最新映画！
9:00 平日夜は最新映画！
9:00 ツイン・ピークス
9:00 V6 WOWOWスペシャル 9:00 平日夜は最新映画！
9 森山中教習所
9:45 映画「散歩する侵略者」公開記念ナビ番組
～The ONES～
ジャングル・ブック
The Return 第３章
ドント・ブリーズ
（2016）
〔PG12指定〕
10:00 ブラインドスポット２
10:00 アニメプレミア
10:05 BBC Earth ワイルド・ニュージー 10:00 連続ドラマＷ
10:00 V6 WOWOWスペシャル
10 10:45 映画『関ヶ原』の全て
バチカン奇跡調査官#4▽10:30 #5
ランド～美しき野生の楽園～#3（終）
～The ONES～
タトゥーの女#18
アキラとあきら 第五話 10:40 映画「散歩する侵略者」公開記念ナビ番組
11:00 SUITS／スーツ６
11:00 グレイズ・アナトミー13 11:00 リゾーリ＆アイルズ７ 11:00 ツイン・ピークス
11:00 ブラインドスポット２ 11:00 ピッチ・パーフェクト２ 11:00 連続ドラマＷ
11:00 SUITS／スーツ６
11 #12
#18
ザ・ファイナル#9
The Return 第２章
タトゥーの女#19
アキラとあきら 第五話
#13
0:00 韓国ホームドラマ
0:00 SUITS／スーツ６
0:00 グレイズ・アナトミー13 0:05 連続ドラマＷ 北斗
0:00 秘密
0:00 ノンフィクションＷ いま甦る幻の映画「ひろ 0:00 バイオハザード
0 「月桂樹洋服店の紳士たち
#18
しま」 ～受け継がれていく映画人の想い～
#12
-ある殺人者の回心THE TOP SECRET
〔PG-12指定〕
第一話
～恋はオーダーメイド！～」 1:00 ツイン・ピークス
1:00 ノンフィクションＷ 少年たちが“リトル・ダンサー”に
〔PG12指定〕
1:00 日本で一番悪い奴ら
1:00 プロジェクト・
1 #1
▽1:00 第二話
なる瞬間 ～日本版 ミュージカル「ビリー・エリオット」～
ランウェイ14#17（終） 1:50 アメリカン・ゴシック
The Return 第２章
〔Ｒ15＋指定〕
▽1:55 第三話
▽1:15 #2
2:00 エレメンタリー４
2:00 エレメンタリー４
2:00 残穢【ざんえ】－住ん
～偽りの一族～#1
2 ▽2:30 #3
▽2:50 第四話
2:40 エレメンタリー４
2:40 シェイムレス５
ホームズ＆ワトソン in
ホームズ＆ワトソン in
ではいけない部屋－
▽3:45 最終話（終）
NY#5
NY#8
3:45 エレメンタリー４ ホー
ホームズ＆ワトソン in 3:20 映画「散歩する侵略者」公開記念ナビ番組
俺たちに恥はない#1
3 ムズ＆ワトソン in NY#1
▽2:50 #6▽3:40 #7
▽2:50 #9▽3:40 #10
NY#18▽3:30 #19
▽3:40 #2
3:30 最新映画情報 週刊Hollywood Express
4:10 邦楽BREAK

4:35 エレメンタリー４

4:30 邦楽BREAK

4:30 エレメンタリー４

4:40 エレメンタリー４

4:20 エレメンタリー４

4:00 オデッセイ

4:00 LUPIN THE IIIRD

と つ き と お か

9（水）

10（木）

11（金）

12（土）

13（日）

14（月）

15（火）

16（水）

4 俺たちに恥はない#3
［エクステンデッド版］
若くして死ぬ
俺たちに恥はない#7
俺たちに恥はない#11
贖罪の奏鳴曲
（中止の場合あり）
５人のジュンコ
▽5:40 #4
▽5:05 #12（終）
第１話
最終話（終）
5:00 中国歴史ドラマ
5:15 貞子vs伽椰子
5
▽4:55 第２話
5:35 インフェルノ(2016)
5:45 映画「散歩する侵略者」公開記念ナビ番組
「三国志 ～趙雲伝～」
▽5:50 第３話
#43
6:10 ノンフィクションＷ 満州映画70年目の真実
6:00 ノンフィクションＷ フランスアニメが世界
6 6:40 洋楽BREAK
▽6:45 最終話（終）
▽6:00 #44
～幻のフィルム「私の鶯」と映画人の情熱～
を獲る日 ～小さな街が生んだ奇跡のCG学校～
7:00 ユチョン主演
7:00 ユチョン主演
7:00 ユチョン主演
7:00 ユチョン主演
7:00 ユチョン主演
7:00 ユチョン主演
7 「屋根部屋のプリンス」#3
「屋根部屋のプリンス」#4
「屋根部屋のプリンス」#5 7:45 四月物語
7:45 斎藤工×板谷由夏 映画工房
「屋根部屋のプリンス」#6
「屋根部屋のプリンス」#7
「屋根部屋のプリンス」#8
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8:00 BBC Earth 2017
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8 「月桂樹洋服店の紳士たち
「月桂樹洋服店の紳士たち
「月桂樹洋服店の紳士たち
テイクオフ～飛翔への挑戦～#1
「月桂樹洋服店の紳士たち
「月桂樹洋服店の紳士たち
「月桂樹洋服店の紳士たち
～恋はオーダーメイド！～」#9
～恋はオーダーメイド！～」#10
～恋はオーダーメイド！～」#11 9:00 リゾーリ＆アイルズ７ 9:00 ブラインドスポット２
～恋はオーダーメイド！～」#12
～恋はオーダーメイド！～」#13
～恋はオーダーメイド！～」#14
9 9:30 絶賛放送中！「ツイン・ピークス The Return」 9:40 映画「散歩する侵略者」公開記念ナビ番組 9:35 韓国ドラマ
9:45 映画「散歩する侵略者」公開記念ナビ番組 9:30 絶賛放送中！「ツイン・ピークス The Return」 9:30 斎藤工×板谷由夏 映画工房
ザ・ファイナル#10
タトゥーの女#20
10:00 アングリーバード
10:00 リトルプリンス
10:00 ズートピア
10:00 アーロと少年
10:00 ファインディング・ニモ
「ミッシングナイン」 10:00 ノンフィクションＷ 阪東妻三郎 10:00 連続ドラマＷ
10
#9
発掘されたフィルムの謎 ～世界進出の夢と野望
星の王子さまと私
アキラとあきら 第五話
▽10:50 #10
11:00 中国歴史ドラマ
11:00 ファミリーシアター
11 11:45 韓国ドラマ「ミッシングナイン」ダイジェスト
劇場版 HUNTER×HUNTER 11:50 邦楽BREAK
11:45 ９月スタート！「クリミナル・マインド12」 11:50 映画『関ヶ原』の全て
「三国志 ～趙雲伝～」
#45
0:00 クリミナル・マインド11 0:00 クリミナル・マインド11 0:00 速報！Reborn-Art Festival
0:00 クリミナル・マインド11 0:00 クリミナル・マインド11 0:00 クリミナル・マインド11
緋色の幻影
0 FBI行動分析課#4
×
▽0:00 #46
（ファントム・ルージュ）
FBI行動分析課#6
2017 ap bank fes
FBI行動分析課#10
FBI行動分析課#12
FBI行動分析課#8
▽1:00 #5
▽1:00 #7
▽1:00 #11
▽1:00 #13
▽1:00 #9
1:00 WOWOW×東海テレビ共同製作連続ドラマ 1:00 WOWOW×東海テレビ共同製作連続ドラマ 1:00 WOWOW×東海テレビ共同製作連続ドラマ
1
犯罪症候群 Season１
犯罪症候群 Season１
犯罪症候群 Season２
2:00 グレイズ・アナトミー13 2:00 リゾーリ＆アイルズ７
2:00 プロジェクト・
2:00 SUITS／スーツ６
2:00 グレイズ・アナトミー13
第１話
第５話
第１話
2 #18
▽1:50 第２話
▽1:50 第６話
▽1:55 第２話
ランウェイ14#17（終）
#19
#13
ザ・ファイナル#9
▽2:40 第３話
▽2:40 第７話
▽2:50 第３話
3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店の紳士 3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店の紳士
3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店の紳士 3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店の紳士 3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店の紳士
3 たち～恋はオーダーメイド！～」#3
▽3:30 第４話
▽3:30 最終話（終）
▽3:45 最終話（終）
たち～恋はオーダーメイド！～」#4
たち～恋はオーダーメイド！～」#5
たち～恋はオーダーメイド！～」#6
たち～恋はオーダーメイド！～」#7
4:15 クリーピー 偽りの隣人 4:15 映画 ST赤と白の捜査ファイル 4:20 エヴェレスト
4:15 ヒーローマニア－生活－ 4:15 ドラマＷ
4:15 最新映画情報 週刊Hollywood Express
4
4:30 テニス情報番組 テニス太郎#5 4:45 メガヒット劇場
4:40 絶賛放送中！「ツイン・ピークス The Return」
神々の山嶺
山のトムさん
5:00 ダーク・プレイス
5:00 バイオハザード
バイオハザード：
5
ザ・ファイナル
〔PG12指定〕
〔PG-12指定〕
〔PG12指定〕
6:10 世界から猫が消えたなら 6:15 永遠の０
6:15 映画『関ヶ原』の全て
6 6:40 映画「散歩する侵略者」公開記念ナビ番組 6:30 スター・トレック 6:45 最新映画情報 週刊Hollywood Express
6:45 バイオハザード
6:35 ファンタスティック・
7:00 平日夜は最新映画！
7:10 カイ（EXO）主演「チョコバンク」#4 7:00 中島みゆき
アポカリプス
(2009)
フォー
7 RANMARU神の舌を持
[超能力ユニット]
7:55 シン・ゴジラ
7:30 韓国ドラマ
縁会2012～3 劇場版
つ男
8:25 ファンタスティック・
8:20 バイオハザード
「ミッシングナイン」
8
#11
8:45 平日夜は最新映画！
8:40 日本のいちばん長い日
フォー：銀河の危機
〔PG-12指定〕
▽8:45 #12
9:00 V6 WOWOWスペシャル
9:00 ツイン・ピークス
スター・トレック
(2015)
9 ～The ONES～
BEYOND
The Return 第４章
10:00 ブラインドスポット２
10:00 連続ドラマＷ プラージュ
10:00 ブラインドスポット２
10:00 アニメプレミア
10:00 連続ドラマＷ プラージュ 10:00 連続ドラマＷ
10 タトゥーの女#19
バチカン奇跡調査官#5▽10:30 #6
～訳ありばかりのシェアハウス～ 第一話
～訳ありばかりのシェアハウス～ 第一話
タトゥーの女#20
アキラとあきら 第六話
11:00 グレイズ・アナトミー13 11:00 リゾーリ＆アイルズ７ 11:00 ツイン・ピークス
11:00 連続ドラマＷ
11:00 SUITS／スーツ６
11:00 グレイズ・アナトミー13
11:00 ブラインドスポット２ 11:00 ツイン・ピークス
11 #19
#20
アキラとあきら 第六話
#14
ザ・ファイナル#10
The Return 第３章
タトゥーの女#20
The Return 第１章
▽0:05 第２章
0:00 SUITS／スーツ６
0:00 テラフォーマーズ
0:00 連続ドラマＷ プラージュ 0:00 SUITS／スーツ６
0:00 グレイズ・アナトミー13 0:05 ダ・ヴィンチ・コード 0:00 寄生獣
0 #13
▽1:05 第３章
#19
［エクステンデッド版］
～訳ありばかりのシェアハウス～ 第一話
#14
〔PG12指定〕
▽2:05 第４章
1:00 ツイン・ピークス
1:00 シェイムレス５
1:00 連続ドラマＷ
1:00 ツイン・ピークス
1 The Return 第３章
1:50 ウォルト・ディズニー
俺たちに恥はない#8
５人のジュンコ 第１話
The Return 第４章
▽2:00 #9
▽2:00 第２話
2:00 シェイムレス５
2:00 寄生獣 完結編
2:00 バチカン奇跡調査官#1
伝説の男
2 俺たちに恥はない#5
▽2:55 第３話
▽2:30 #2
▽3:05 #10
〔PG12指定〕
▽3:50 第４話
▽3:00 #3
▽3:00 #6
3:05 天使と悪魔
3:05 TOO YOUNG TO DIE！ 3:25 カンヌ 伝説が生まれる街
3
▽4:45 最終話（終）
▽3:30 #4
（中止の場合あり）
［エクステンデッド版］
若くして死ぬ
4:40 シェイムレス５

4:00 シェイムレス５

4:05 シェイムレス５

3:05 天使と悪魔

4:00 連続ドラマＷ

3:05 TOO YOUNG TO DIE！ 4:30 シービスケット

4:45 連続ドラマＷ

●［PG － 12 ／ PG12 指定］＝ PG － 12 ／ PG12 指定（小学生以下は助言 ･ 指導が必要）
、
［R － 15 ／ R15+ 指定］＝ R － 15 ／ R15+ 指定（15 歳以上鑑賞可）されたものです。ご鑑賞にあたりましては、保護者の方の適切なご配慮をお願いいたします
●番組開始時間ご確認の際には、日付にご注意ください
●スペースの関係上、一部割愛させていただいた番組があります。ご了承ください

※掲載されている情報は、特記のあるもの以外、すべて 7 月 4 日現在の情報です。

２０１７ 年 8 月 月 間 番 組 表
17（木）

18（金）

19（土）

17日（木）～31日（木）

20（日）

21（月）

選りすぐりの番組が集まる
WOWOW のメインチャンネル

22（火）

23（水）

24（木）

4 ▽4:30 #6
ザ・ファイナル#6
アーティスト ～孤高のビルダー・木村信也の視点～
のため、放送を休止い
アキラとあきら
秘密の兵士
エンパイア５
たします。
第六話
ザ・ファイナル#3
5:00 中国歴史ドラマ
5:15 トゥー・ウィークス・ 5:00 中国歴史ドラマ
5 「三国志 ～趙雲伝～」
▽5:20 #4
5:40 WHO I AM リカルディーニョ
ノーティス
「三国志 ～趙雲伝～」
#45
#47
（ブラジル／ブラインドサッカー） 6:00 グースバンプス
6:00 WHO I AM タティアナ・マク
6 ▽6:00 #46
▽6:00 #48
6:40 ブラックハット
ファデン（アメリカ／陸上） 6:30 最新映画情報 週刊Hollywood Express
モンスターと秘密の書
7:00 ユチョン主演
7:00 ユチョン主演
7:00 ユチョン主演
7:00 ユチョン主演
7:00 ユチョン主演
7:00 ユチョン主演
7 「屋根部屋のプリンス」#9
「屋根部屋のプリンス」#10
7:45 絶賛放送中！「ツイン・ピークス The Return」
「屋根部屋のプリンス」#11
「屋根部屋のプリンス」#12
「屋根部屋のプリンス」#13
「屋根部屋のプリンス」#14
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8:00 BBC Earth 2017
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8 「月桂樹洋服店の紳士たち
「月桂樹洋服店の紳士たち
テイクオフ～飛翔への挑戦～#2
「月桂樹洋服店の紳士たち
「月桂樹洋服店の紳士たち
「月桂樹洋服店の紳士たち
「月桂樹洋服店の紳士たち
～恋はオーダーメイド！～」#15
～恋はオーダーメイド！～」#16 9:00 リゾーリ＆アイルズ７ 9:00 ブラインドスポット２
～恋はオーダーメイド！～」#17
～恋はオーダーメイド！～」#18
～恋はオーダーメイド！～」#19
～恋はオーダーメイド！～」#20
9 9:30 映画「散歩する侵略者」公開記念ナビ番組 9:35 韓国ドラマ
9:30 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#1 9:30 映画「散歩する侵略者」公開記念ナビ番組 9:30 邦楽BREAK
9:30 映画『関ヶ原』公開記念特番
ザ・ファイナル#11
タトゥーの女#21
10:00 ファインディング・ドリー
10:00 カールじいさんの空飛ぶ家 10:00 レミーのおいしいレス 10:00 ポカホンタス
10:00 ライオン・キング
「ミッシングナイン」 10:00 連続ドラマＷ プラージュ 10:00 連続ドラマＷ
10
#11
～訳ありばかりのシェアハウス～ 第一話
アキラとあきら 第六話
トラン
▽10:50 #12
11:00 中国歴史ドラマ
11:00 ファミリーシアター
11 11:45 邦楽BREAK
劇場版 HUNTER×HUNTER 11:45 斎藤工×板谷由夏 映画工房
11:30 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#1 11:40 映画「散歩する侵略者」公開記念ナビ番組
「三国志 ～趙雲伝～」
#47
0:00 クリミナル・マインド11 0:00 クリミナル・マインド11
The LAST MISSION
0:00 クリミナル・マインド11 0:00 クリミナル・マインド11 0:00 クリミナル・マインド11 0:00 連続ドラマＷ
0 FBI行動分析課#14
▽0:00 #48
0:45 マイケル・チャンのテニス塾
FBI行動分析課#18
FBI行動分析課#20
FBI行動分析課#22（終）
FBI行動分析課#16
闇の伴走者 Episode 2
▽1:00 #15
▽1:00 #19
▽1:00 #21
▽1:00 #17
▽1:00 Episode 3
1:00 アベンジャーズ・スピン 1:00 メガヒット劇場
1:00 連続ドラマＷ
1
オフドラマ「エージェント
青空エール
闇の伴走者 Episode 1
2:00 リゾーリ＆アイルズ７ 2:00 BBC Earth フォース・オブ・
・オブ・シールド４」#1
2:00 BBC Earth フォース・オブ・ 2:00 SUITS／スーツ６
2:00 グレイズ・アナトミー13 2:00 リゾーリ＆アイルズ７
2 ザ・ファイナル#10
▽1:50 #2
ネイチャー～地球の摂理～#1
ネイチャー～地球の摂理～#2
#20
#14
ザ・ファイナル#11
▽2:35 #3
3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店の紳士 3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店の紳士
3:15 BBC Earth 2017
3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店の紳士 3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店の紳士 3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店の紳士 3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店の紳士
3 たち～恋はオーダーメイド！～」#8 たち～恋はオーダーメイド！～」#9 ▽3:20 #4
たち～恋はオーダーメイド！～」#10
たち～恋はオーダーメイド！～」#11
たち～恋はオーダーメイド！～」#12
たち～恋はオーダーメイド！～」#13
アニマルライフ
▽4:05 #5
4:15 ニューヨーク
4:15 映画「散歩する侵略者」公開記念ナビ番組
～みんな健気にサバイバル～ 4:15 ジャングル・ブック
4:15 BFG：ビッグ・フレン 4:15 シビル・ウォー／
4:15 アリス・イン・ワンダー
4 眺めのいい部屋売ります 4:30 アカデミー賞への招待 4:50 メガヒットレジェンド
#1
ランド／時間の旅
（2016）
ドリー・ジャイアント
キャプテン・アメリカ
▽4:45 #2
アリス・イン・ワンダー
ハンコック
5 5:50 バイオハザード
▽5:45 #3（終）
ランド
6:05 インフェルノ(2016) 6:15 絶賛放送中！「ツイン・ピークス The Return」
6:15 ブリッジ・オブ・スパイ
アフターライフ
6 〔PG12指定〕
6:30 最新映画情報 週刊Hollywood Express 6:30 Amuse Fes
6:45 ロイヤル・ナイト
6:30 生中継！
6:45 カンヌ
7:10 カイ（EXO）主演「チョコバンク」#5
in MAKUHARI 2017
英国王女の秘密の外出
長渕剛
伝説が生まれる街
7 7:30 バイオハザード： 7:30 韓国ドラマ
- rediscover 〔PG12指定〕
『BLACK TRAIN』
7:50 平日夜は最新映画！
ONE NIGHT
8:10 平日夜は最新映画！
リトリビューション
「ミッシングナイン」
ニュースの真相
8 〔PG12指定〕
PREMIUM LIVE
#13
グッドモーニングショー
8:30 WOWOWオリジナルドキュメンタリー
8:45 平日夜は最新映画！
▽8:45 #14
AT 日本武道館
9:10 平日夜は最新映画！
9:00 ツイン・ピークス
ノンフィクションＷ ワガノワ 名門バレエ
青空エール
9 バイオハザード：
学校から世界へ ～二人の少女の物語～
（終了時間変更の場合あり）
The Return 第５章
ザ・ファイナル
10:00 アニメプレミア
10:00 連続ドラマＷ プラージュ 10:00 連続ドラマＷ
10:00 連続ドラマＷ プラージュ
10:00 ブラインドスポット２
10 〔PG12指定〕
バチカン奇跡調査官#6▽10:30 #7
～訳ありばかりのシェアハウス～ 第二話
～訳ありばかりのシェアハウス～ 第二話
アキラとあきら 第七話
タトゥーの女#21
11:00 リゾーリ＆アイルズ７ 11:00 ツイン・ピークス
11:00 ブラインドスポット２ タトゥーの女#21 11:00 ブラック・スワン
11:00 連続ドラマＷ
11:00 SUITS／スーツ６
11:00 グレイズ・アナトミー13 11:00 リゾーリ＆アイルズ７ ザ・ファイナル#12
11 ザ・ファイナル#11
11:50 Maiko
11:45 生中継！
#21
The Return 第４章
〔Ｒ15＋指定〕
アキラとあきら 第七話
#15
0:00 グレイズ・アナトミー13 0:05 連続ドラマＷ
0:00 デッドプール
0:00 連続ドラマＷ
0:00 SUITS／スーツ６
LPGA女子ゴルフツアー
ふたたびの白鳥
0 #20
〈カナダ〉カナディアン・
アキラとあきら
〔Ｒ15＋指定〕
闇の伴走者 Episode 1
#15
第一話
1:00 28日後...
1:05 バイオハザード
1:00 花とアリス
1:00 テニスグランドスラム 1:00 ツイン・ピークス
パシフィック女子オープン
1 〔PG-12指定〕
▽1:05 第二話
第１日
ディジェネレーション
名勝負選
The Return 第５章
▽2:00 第三話
全米2008 男子3回戦 2:00 ボードウォーク・
2:00 ボードウォーク・
（終了時間変更の場合あり）
2
▽2:55 第四話
2:45 バイオハザード
錦織圭vsダビド・フェレール
2:30 グレイズ・アナトミー13
エンパイア５
エンパイア５
▽3:50 第五話
ザ・ファイナル#1
ザ・ファイナル#7
3:00 放送機器の点検・保守のため、
3:30 13時間 ベンガジの
3:00 ボードウォーク・エンパイア５
#21
ダムネーション
3 放送を休止いたします。
▽4:45 第六話
▽3:10 #2
▽3:05 #8（終）
〔PG12指定〕
3:30 最新映画情報 週刊Hollywood Express
ザ・ファイナル#5
秘密の兵士
4:00 バチカン奇跡調査官#5 3:00 放送機器の点検・保守 4:45 連続ドラマＷ

25（金）

26（土）

27（日）

4:30 ホーンテッドマンション 3:30 13時間 ベンガジの

28（月）

29（火）

4:15 ボードウォーク・

30（水）

4:05 ボードウォーク・エンパイア５ 4:15 ノンフィクションＷ カスタムバイク

31（木）

4
LPGA女子ゴルフツアー
リーガ・エスパニョーラ
オフドラマ「エージェント 4:45 洋楽BREAK
第１日デイセッション
男女シングルス１回戦
〈カナダ〉カナディアン・
第2節
・オブ・シールド４」#5 5:00 中国歴史ドラマ
5
▽5:10 #6
（変更の場合あり）
5:30 グレイズ・アナトミー13
パシフィック女子オープン
（終了時間変更の場合あり）
「三国志 ～趙雲伝～」
▽6:00 #7
#49
6:00 スター・トレック
#21
第３日
6
▽6:00 #50
6:30 真田十勇士
（終了時間変更の場合あり）
6:50 洋楽BREAK
(2009)
（中止の場合あり）
7:00 ユチョン主演
7:00 ユチョン主演
7:00 ユチョン主演
7 「屋根部屋のプリンス」#15
7:30 マイケル・チャンのテニス塾
7:50 全米オープンテニス
「屋根部屋のプリンス」#16
「屋根部屋のプリンス」#17
8:15 韓国ホームドラマ
8:00 BBC Earth 2017 テイクオフ 8:15 韓国ホームドラマ
第１日ナイトセッション 8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8 「月桂樹洋服店の紳士たち 8:45 映画『関ヶ原』の全て
～飛翔への挑戦～#3（終）
「月桂樹洋服店の紳士たち
男女シングルス１回戦
「月桂樹洋服店の紳士たち
「月桂樹洋服店の紳士たち
～恋はオーダーメイド！～」#21 9:00 リゾーリ＆アイルズ７ 9:00 ブラインドスポット２
～恋はオーダーメイド！～」#22
（終了時間変更の場合あり）
～恋はオーダーメイド！～」#23
～恋はオーダーメイド！～」#24
9 9:35 韓国ドラマ
9:30 トゥルーライズ
9:30 マイケル・チャンのテニス塾
タトゥーの女#22（終） 9:30 マッチスティック・メン
ザ・ファイナル#12
10:00 ROAD TO HiGH&LOW
〔PG-12指定〕
「ミッシングナイン」 10:00 連続ドラマＷ プラージュ 10:00 連続ドラマＷ
10 #13
～訳ありばかりのシェアハウス～ 第二話
アキラとあきら 第七話
▽10:50 #14
11:00 中国歴史ドラマ
11:00 バイオハザード
11
11:55 映画『関ヶ原』の全て 11:45 ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2017 速報！
「三国志 ～趙雲伝～」
ディジェネレーション 11:30 ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2017 速報！
#49
（中止の場合あり）
0:00 連続ドラマＷ 誤断
0:00 連続ドラマＷ 誤断
0:00 連続ドラマＷ 誤断
0:00 連続ドラマＷ
0 闇の伴走者 Episode 4 ▽0:00 #50
0:45 バイオハザード
第一話
第三話
第五話
▽1:00 Episode 5（終） 1:00 アベンジャーズ・
▽1:00 第二話
▽1:00 第四話
▽1:00 最終話（終）
ダムネーション
1
〔PG12指定〕
スピンオフドラマ
（中止の場合あり）
2:00 BBC Earth フォース・オブ・
2:00 BBC Earth フォース・オブ・ネイ
2:00 グレイズ・アナトミー13 2:00 リゾーリ＆アイルズ７
「エージェント・オブ・
2 ネイチャー～地球の摂理～#3 シールド４」#6
チャー～地球の摂理～#4（終）
#21
2:30 フォーン・ブース
ザ・ファイナル#12
▽1:50 #7
3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店の紳士 3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店の紳士 3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店の紳士 3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店の紳士
3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店の紳士
（中止の場合あり）
3 たち～恋はオーダーメイド！～」#14 ▽2:40 #8
たち～恋はオーダーメイド！～」#15
たち～恋はオーダーメイド！～」#16
たち～恋はオーダーメイド！～」#17
たち～恋はオーダーメイド！～」#18
▽3:30 #9
4:15 アカデミー賞への招待
4:00 ファミリーシアター
4:15 速報！LPGA女子ゴルフツアー 4:15 SUITS／スーツ６
4:15 エネミー・ライン
4:15 ミセス・ダウト
4 アカデミー賞受賞！ウォルト・ ▽4:20 #10
4:30 X－MEN：アポカリプス
アイス・エイジ５
#15
止めろ！惑星大衝突
5:15 ダイヤモンド・イン・
ディズニー 短編アニメーション傑作選 5:10 ヴィジット
5 5:30 カイ（EXO）主演「チョコバンク」#1
5:45 速報！LPGA女子ゴルフツアー
パラダイス
▽5:50 #2▽6:10 #3
6:15 セトウツミ
6:00 キング・オブ・エジプト
6 ▽6:30 #4▽6:50 #5 6:45 ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2017 速報！
6:30 グランド・イリュージョン
6:55 速報！LPGA女子ゴルフツアー
7:00 錦織圭 世界の頂点へ！全米 7:00 ハドソン川の奇跡
見破られたトリック
7:10 カイ（EXO）主演「チョコバンク」#6（終） 7:00 V6 WOWOWスペシャル
7 7:30 韓国ドラマ
オープンテニス開幕直前スペシャル！
7:45 平日夜は最新映画！
～The ONES～
エベレスト
「ミッシングナイン」 8:00 安室奈美恵25周年アニバーサリー 8:15 テニス情報番組 テニス太郎#5 8:00 イーグル・ジャンプ
8 #15
沖縄ライブ直前スペシャル 8:45 現地発！全米テニス最新情報
8:45 平日夜は最新映画！
8:45 平日夜は最新映画！
▽8:45 #16（終）
9:00 ツイン・ピークス
9:00 錦織圭 世界の頂点へ！全米
太陽(2015)
SCOOP!
9
〔PG12指定〕
〔PG12指定〕
9:55 デイリーナビ！全米テニス 大会第２日
オープンテニス開幕直前スペシャル！
The Return 第６章
10:00 連続ドラマＷ プラージュ
10:00 ブラインドスポット２
10:00 アニメプレミア
10:00 連続ドラマＷ プラージュ 10:00 連続ドラマＷ
10 バチカン奇跡調査官#7▽10:30 #8 ～訳ありばかりのシェアハウス～ 第三話 アキラとあきら 第八話 ～訳ありばかりのシェアハウス～ 第三話
タトゥーの女#22（終） 10:55 デイリーナビ！全米テニス 大会第３日
11:00 連続ドラマＷ アキラとあきら 第八話 11:00 SUITS／スーツ６
11:00 グレイズ・アナトミー13 11:00 リゾーリ＆アイルズ７
11:00 ツイン・ピークス
11:00 ブラインドスポット２ 11:00 メガヒット劇場
11 The Return 第５章
11:55 全米オープンテニス
#22
ザ・ファイナル#13（終）
タトゥーの女#22（終）
SCOOP!
#16（終）
〔PG12指定〕
0:00 グレイズ・アナトミー13
0:00 テッド
0:00 福田雄一×井上芳雄「グリーン＆ブラックス」#5
第１日デイセッション 0:00 リーガダイジェスト！ 第2節 0:00 SUITS／スーツ６
0 〔Ｒ15＋指定〕
男女シングルス１回戦 0:55 デイリーナビ！全米テニス 大会第１日
0:30 ノンフィクションＷ 赤井英和 母校に響く復活へのゴング
#22
#16（終）
1:15 死霊館 エンフィールド 1:15 レジェンド 狂気の美学
（終了時間変更の場合あり） 1:00 アベンジャーズ・スピン 1:00 ツイン・ピークス
1:00 WOWOWオリジナルドキュメンタリー
1
オフドラマ「エージェント
ノンフィクションＷ ワガノワ 名門バレエ
事件
〔Ｒ15＋指定〕
The Return 第６章
〔PG12指定〕
（中止の場合あり）
2:00 テッド２
・オブ・シールド４」#1 2:00 アベンジャーズ・スピン
学校から世界へ ～二人の少女の物語～
2 〔Ｒ15＋指定〕
▽1:50 #2
（中止の場合あり）
オフドラマ「エージェント 2:30 ロスト・バケーション
▽2:40 #3
・オブ・シールド４」#8
3:30 スペインサッカー リーガ・
〔PG12指定〕
3
▽3:30 #4
▽2:50 #9▽3:40 #10
3:30 テニス情報番組 テニス太郎#5
エスパニョーラ 第2節（変更あり）
4:00 若者のすべて

4:00 コブラ

4:00 生中継！

3:30 スペインサッカー

11:55 全米オープンテニス

4:20 アベンジャーズ・スピン 4:30 邦楽BREAK

●［PG － 12 ／ PG12 指定］＝ PG － 12 ／ PG12 指定（小学生以下は助言 ･ 指導が必要）
、
［R － 15 ／ R15+ 指定］＝ R － 15 ／ R15+ 指定（15 歳以上鑑賞可）されたものです。ご鑑賞にあたりましては、保護者の方の適切なご配慮をお願いいたします
●番組開始時間ご確認の際には、日付にご注意ください
●スペースの関係上、一部割愛させていただいた番組があります。ご了承ください

※掲載されている情報は、特記のあるもの以外、すべて 7 月 4 日現在の情報です。

