２０１７ 年 9 月 月 間 番 組 表
1（金）

2（土）

3（日）

10（日）

11（月）

1日（金）～16日（土）

4（月）

5（火）

選りすぐりの番組が集まる
WOWOW のメインチャンネル

6（水）

7（木）

8（金）

4
フランスリーグ TOP14
フランスリーグ TOP14 4:10 連続ドラマＷ 荒地の恋
LPGA女子ゴルフツアー
4:35 週刊Hollywood Express
〔PG12指定〕
（中止の場合あり）
第２節
第２節
第一話
〈インディアナ〉
5:05 連続ドラマＷ 荒地の恋 5:00 中国歴史ドラマ
5
▽5:05 第二話
（変更の場合あり）
（変更の場合あり）
第四話
インディ・ウィメン・イン
「三国志 ～趙雲伝～」
▽6:00 第三話
▽6:00 最終話（終）
#51
・テック選手権 第１日
6:00 ヒーローマニア
6:00 邦楽BREAK
6:00 ノンフィクションＷ
6:00 宮里藍出場！
6 －生活－
▽6:00 #52
6:30 リゾーリ＆アイルズ７ ザ・ファイナル#13（終）
巨匠映画監督 79年目の原点
生中継 LPGA女子ゴルフツアー
（終了時間変更の場合あり）
〈オレゴン〉キャンビア・ 7:00 ユチョン主演
7:20 10月「シグナル／時空を超えた捜査線」 7:00 極上のチーズ！チーズ！チーズ！ #2
7:00 ユチョン主演
7:00 ユチョン主演
7:15 リゾーリ＆アイルズ７
7
7:30 宮里藍出場！生中継 LPGA 7:30 宮里藍出場！
ポートランド・クラシック
「屋根部屋のプリンス」#18
「屋根部屋のプリンス」#19
「屋根部屋のプリンス」最終話（終）
ザ・ファイナル#13（終）
8:00 宮里藍出場！
女子ゴルフツアー〈オレゴン〉キャンビア
生中継 LPGA女子ゴルフツアー
最終日
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 生中継 LPGA女子ゴルフツアー
・ポートランド・クラシック 第２日
〈オレゴン〉キャンビア・ポート
（終了時間変更の場合あり）
「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
〈オレゴン〉キャンビア・
（終了時間変更の場合あり）
ランド・クラシック 第３日 9:00 ラスト サムライ
～恋はオーダーメイド！～」#25
～恋はオーダーメイド！～」#26
～恋はオーダーメイド！～」#27
～恋はオーダーメイド！～」#28
9 ポートランド・クラシック 9:45 WHO I AM ＜5分版＞
（終了時間変更の場合あり）
9:45 ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2017 速報！ 9:30 スキャンダル５
9:30 スキャンダル５
9:30 ハン・ソッキュ主演
（中止の場合あり）
第１日
10:00 連続ドラマＷ プラージュ 10:00 連続ドラマＷ
10:00 宮里藍出場！
「浪漫ドクター キム・サブ」
託された秘密 #1
託された秘密 #6
10 （終了時間変更の場合あり） ～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
▽10:20 #2
▽10:20 #7
LPGA女子ゴルフツアー〈オレゴン〉
#1
▽11:10 #3
▽11:10 #8
▽10:45 #2
キャンビア・ポートランド
11:15 韓国ドラマ
11:00 中国歴史ドラマ
11:00 ファミリーシアター
11 「ミッシングナイン」
▽0:00 #4
▽0:00 #9
ディズニー・ショートフィ 11:45 斎藤工×板谷由夏 映画工房
・クラシック 最終日
「三国志 ～趙雲伝～」
▽0:50 #5
▽0:50 #10
#15
#51
ルム・コレクション
0:00 連続ドラマＷ
0:00 連続ドラマＷ
0:00 永遠の０
0 ▽0:30 #16（終）
▽0:00 #52
0:50 WHO I AM ＜5分版＞
宮沢賢治の食卓
宮沢賢治の食卓
第一話
第四話
1:00 アベンジャーズ・
1:00 WOWOWプレミア
1 1:45 「月桂樹洋服店の紳士たち」ダイジェスト スピンオフドラマ
▽1:00 第二話
▽1:00 最終話（終） 1:40 邦楽BREAK
1:40 WHO I AM ＜5分版＞
リプレイスメント
▽2:00 第三話
～全てを奪う女～
2:00 ノンフィクションＷ 少年たちが
「エージェント・オブ・
2:00 SUITS／スーツ６
2:00 グレイズ・
2:00 リゾーリ＆アイルズ７
2 “リトル・ダンサー”になる瞬間
#1
シールド４」
ザ・ファイナル#13（終） 2:35 WHO I AM ＜5分版＞
#16（終）
アナトミー13#22
▽2:00 #2
#11
3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店
3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店 3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店 3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店 3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店 3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店
3 の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#19 ▽1:50 #12
▽3:00 #3（終）
の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#20
の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#21
の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#22
の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#23
の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#24
▽2:40 #13
4:15 速報！LPGA女子ゴルフツアー
4:05 メガヒット劇場
4:15 プリンス・オブ・ペルシャ 4:15 グリーン・ホーネット 4:15 キング・オブ・エジプト 4:15 ハンナ
4:15 映画「散歩する侵略者」公開記念ナビ
4 4:30 映画「散歩する侵略者」公開記念ナビ番組 ▽3:30 #14
／時間の砂
4:45 速報！LPGA女子ゴルフツアー
何者
▽4:20 #15
5:00 アカデミー賞への招待
5:00 アカデミー賞への招待
5 ルーム
▽5:10 #16
5:55 速報！LPGA女子ゴルフツアー
JUNO／ジュノ
6:00 メカニック：
6:00 メガヒットレジェンド 6:15 ９月スタート！「クリミナル・マインド12」 6:15 逆転裁判
6:15 Mr.ホームズ
6
6:30 フォーン・ブース
6:30 スター・ウォーズ／
6:45 週刊Hollywood Express
ワールドミッション
スピード・レーサー
名探偵最後の事件
7:00 週刊Hollywood Express
フォースの覚醒
7:15 WHO I AM ＜5分版＞
7 7:30 ハン・ソッキュ主演 7:45 デイリーナビ！全米テニス 大会第５日
7:55 10月「シグナル／時空を超えた捜査線」
7:30 ハン・ソッキュ主演
「浪漫ドクター キム・サブ」 8:00 最強ボクサーは俺だ！ 8:20 アーロと少年
8:00 平日夜は最新映画！
8:00 ランバート・アンド・
「浪漫ドクター キム・サブ」
8 #1
3週連続ビッグマッチSP
種まく旅人～夢のつぎ木～ 8:45 平日夜は最新映画！
スタンプ
#3
▽8:45 #2
▽8:45 #4
9:00 ツイン・ピークス
9:00 平日夜は最新映画！
ジョイ
9
9:55 デイリーナビ！全米テニス 大会第６日 9:55 デイリーナビ！全米テニス 大会第７日
マイ・ベスト・フレンド
The Return 第７章
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 平日夜は最新映画！
10:00 アニメプレミア
10 バチカン奇跡調査官#8▽10:30 #9
バチカン奇跡調査官#9▽10:30 #10
～訳ありばかりのシェアハウス～ 第四話
アキラとあきら 最終話（終）
～訳ありばかりのシェアハウス～ 第四話 10:55 今夜スタート！「クリミナル・マインド12」 10:55 デイリーナビ！全米テニス 大会第９日
何者
11:00 ツイン・ピークス
11:00 スター・トレック
11:15 クリーピー 偽りの隣人 11:00 連続ドラマＷ
11:00 クリミナル・マインド12 11:00 グレイズ・
11:00 ツイン・ピークス
11 The Return 第６章
11:45 映画「散歩する侵略者」公開記念ナビ
（中止の場合あり）
アキラとあきら 最終話（終）
FBI行動分析課#1
BEYOND
アナトミー13#23
The Return 第７章
0:15 ゾンビランド
0:00 刑事モース
0:00 無料でWOWOW！
0:00 クリミナル・マインド12 0:00 グレイズ・
0:00 連続ドラマＷ プラージュ
0 〔R15＋指定〕
～オックスフォード事件簿～
FBI行動分析課#1
～訳ありばかりのシェアハウス～
“アイデンティティー”
アナトミー13#23
〔PG-12指定〕
1:15 後妻業の女
Case 14
1:00 ツイン・ピークス
1:00 死霊館
第一話
1 1:45 ドント・ブリーズ
▽1:35 Case 15
▽1:00 第二話
1:30 デッドプール
1:40 ハン・ソッキュ主演
〔PG12指定〕
The Return 第７章
エンフィールド事件
▽1:55 第三話
（中止の場合あり）
〔PG12指定〕
「浪漫ドクター キム・サブ」#1 2:05 鋼の錬金術師
〔PG12指定〕
〔R15＋指定〕
2
▽2:50 第四話
2:50 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST#1
FULLMETAL ALCHEMIST
#1▽2:35 #2▽3:05 #3 3:15 ノンフィクションＷ
3:25 10月「BULL／ブル 法廷を操る男」 3:30 ラグビー フランスリーグ TOP14 3:30 ラグビー フランスリーグ TOP14 3:20 10月「BULL／ブル 法廷を操る男」 3:20 団地
3 3:30 シャッター アイランド〔PG12指定〕（中止あり） 第２節（変更の場合あり）
▽3:35 #4▽4:05 #5
第２節（変更の場合あり） 3:30 週刊Hollywood Express
「ブルーノート」の逆襲 3:55 デイリーナビ！全米テニス 大会第11日
4:00 天国からの奇跡

9（土）

3:30 シャッター アイランド 3:30 ラグビー

3:30 ラグビー

12（火）

4:00 速報！LPGA女子ゴルフツアー 3:20 団地

13（水）

14（木）

4:05 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST#5 4:00 生中継！

15（金）

16（土）

4 LPGA女子ゴルフツアー 〈インディアナ〉
リーガ・エスパニョーラ
リーガ・エスパニョーラ
～山一證券 最後の聖戦～ 4:30 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#2
・シティ２〔R15＋指定〕
5:00 中国歴史ドラマ
5:00 ダーク・プレイス
〈インディアナ〉
インディ・ウィメン・イン
第3節
第3節
第四話
5 インディ・ウィメン・イン
▽5:05 第五話
（変更の場合あり）
（変更の場合あり）
・テック選手権
「三国志 ～趙雲伝～」
〔PG12指定〕
▽6:00 最終話（終）
最終日
#53
6:00 ラグビー
6:00 ノンフィクションＷ 乾貴士
・テック選手権
6 第２日
▽6:00 #54
（終了時間変更の場合あり）
フランスリーグ TOP14
そのドリブルで未到の領域へ
6:45 WHO I AM ＜5分版＞
（終了時間変更の場合あり）
第３節
7:00 チェ・ジウ主演「キャリー 7:00 チェ・ジウ主演「キャリー 7:00 チェ・ジウ主演「キャリー 7:00 チェ・ジウ主演「キャリー 7:00 チェ・ジウ主演「キャリー
7 7:30 スペインサッカー
（変更の場合あり）
バッグいっぱいの恋」#1
バッグいっぱいの恋」#2
バッグいっぱいの恋」#3
バッグいっぱいの恋」#4
バッグいっぱいの恋」#5
リーガ・エスパニョーラ
8:00 LPGA女子ゴルフツアー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
8:05 BBC Earth 2017 パタゴニア
8 第3節
インディ・ウィメン・
「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
～山嶺のフロンティア～#1
（変更の場合あり）
イン・テック選手権
～恋はオーダーメイド！～」#29
～恋はオーダーメイド！～」#30
～恋はオーダーメイド！～」#31
～恋はオーダーメイド！～」#32 9:00 グレイズ・
9 9:45 ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2017 速報！ 9:30 いよいよゴング！井上尚弥＆ロマゴン ダブル世界戦 最終日
9:30 古都(2016)
9:30 スキャンダル５
9:30 スキャンダル５
9:30 スティーヴン・キング
アナトミー13#24（終）
10:00 連続ドラマＷ プラージュ 10:00 生中継！
10:20 斎藤工×板谷由夏 映画工房
10:00 連続ドラマＷ プラージュ
託された秘密 #11
託された秘密 #16
ビッグ・ドライバー
10 ～訳ありばかりのシェアハウス～ 第四話 エキサイトマッチスペシャル 10:45 ジャパンウイメンズ
▽10:20 #12
▽10:20 #17
～訳ありばかりのシェアハウス～ 最終話（終）
▽11:10 #13
▽11:10 #18
11:00 中国歴史ドラマ
井上尚弥＆ロマゴン
11:00 ジャパンウイメンズ
11:00 中国歴史ドラマ
オープンテニス
11 「三国志 ～趙雲伝～」 ダブル世界戦
▽0:00 #14
▽0:00 #19
第１日シングルス１回戦 11:30 ディアボロス 悪魔の扉
オープンテニス
「三国志 ～趙雲伝～」
▽0:50 #15
▽0:50 #20
#53
#55
WBO世界Ｓ・フライ級タイトルマッチ
第５日シングルス準々決勝
0 ▽0:00 #54
▽1:40 #21（終）
▽0:00 #56
井上尚弥vsアントニオ・ニエベス
（終了時間変更の場合あり）
1:00 アベンジャーズ・
WBC世界Ｓ・フライ級タイトルマッチ
1:00 銘酒誕生物語 岐阜・静岡
1 スピンオフドラマ
シーサケット・ソールンビサイ
1:40 邦楽BREAK
杜氏秘伝の技を訪ねて
vsローマン・ゴンサレス
2:00 クリミナル・マインド12 2:00 グレイズ・
2:00 ジャパンウイメンズ
「エージェント・オブ・
2 シールド４」
FBI行動分析課#1
アナトミー13#23
2:30 WHO I AM ＜5分版＞
（終了時間変更の場合あり）
オープンテニス
#17
3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店 3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店 3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店
第６日シングルス準決勝
3 ▽1:50 #18
3:45 連続ドラマＷ
の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#25
の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#26
の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#27
（終了時間変更の場合あり）
▽2:40 #19
アキラとあきら 最終話（終） 4:00 ジャパンウイメンズ
4:15 リーガダイジェスト！ 4:15 オデッセイ
4:15 ユーリー・ノルシュテイン
4 ▽3:30 #20
4:45 超高速！参勤交代
のアニメ映画傑作選
オープンテニス
第3節
▽4:20 #21
第１日シングルス１回戦 5:00 アングリーバード
5 ▽5:10 #22（終）
（終了時間変更の場合あり）
5:45 宮里藍出場！
生中継 LPGA女子ゴルフ 6:00 宮里藍出場！
6:00 最強ボクサーは俺だ！
6 3週連続ビッグマッチSP 6:45 メガヒット劇場
6:40 10 クローバーフィー 6:45 超高速！参勤交代
ツアー メジャー最終戦！
生中継 LPGA女子ゴルフ
ルド・レーン
エビアン・チャンピオン
7:00 セルフレス／
ツアー メジャー最終戦！
超高速！参勤交代
7 覚醒した記憶
リターンズ
シップ 第１日＜前半＞
エビアン・チャンピオン 7:30 宮里藍出場！
（中止の場合あり）
8:25 デイリーナビ！全米テニス 大会最終日
（終了時間変更の場合あり）
シップ 第２日＜前半＞
生中継 LPGA女子ゴルフ
8
8:55 デイリーナビ！全米テニス 大会第13日
8:30 まだまだ続く！ボクシング ビッグマッチSP 8:45 平日夜は最新映画！
（終了時間変更の場合あり）
ツアー メジャー最終戦！
9:00 ツイン・ピークス
9:00 ミス・シェパードを
9:00 平日夜は最新映画！
9:15 Seventh Code
9:15 週刊Hollywood Express
エビアン・チャンピオン
超高速！参勤交代
9 The Return 第８章
リターンズ
お手本に
ボクの妻と結婚してくだ
9:45 間に合う「ツイン・ピークス The Return」
シップ 第３日
セブンス・コード
10:00 連続ドラマＷ プラージュ
さい。
10:00 連続ドラマＷ プラージュ
10:00 アニメプレミア
（終了時間変更の場合あり）
10 ～訳ありばかりのシェアハウス～ 最終話（終） 10:55 速報！LPGA女子ゴルフツアー ～訳ありばかりのシェアハウス～ 最終話（終）
バチカン奇跡調査官#10▽10:30 #11
10:50 映画「散歩する侵略者」公開記念ナビ 10:30 宮里藍出場！
11:00 スペインサッカー
11:00 ラグビー
11:00 クリミナル・マインド12 11:00 グレイズ・
生中継 LPGA女子ゴルフ 11:00 ツイン・ピークス
11:00 スペインサッカー
11 リーガ・エスパニョーラ
フランスリーグ TOP14
FBI行動分析課#2
アナトミー13#24（終）
ツアー メジャー最終戦！
リーガ・エスパニョーラ
The Return 第８章
第３節
0:00 連続ドラマＷ
0:00 クリミナル・マインド12
エビアン・チャンピオン 0:00 セックス・アンド・ザ
第3節
第3節
0 （変更の場合あり）
（変更の場合あり）
（変更の場合あり）
グーグーだって猫である 第１話
FBI行動分析課#2
シップ 第１日＜後半＞
・シティ
〔PG-12指定〕
1:15 スペインサッカー
1:15 スペインサッカー
1:00 ブラックハット
1:05 カイ（EXO）主演「チョコバンク」#1 1:00 ツイン・ピークス
（終了時間変更の場合あり）
1:15 ダゲレオタイプの女
1 リーガ・エスパニョーラ
リーガ・エスパニョーラ
1:20 連続ドラマＷ しんがり
1:45 グレイズ・
The Return 第８章
〔PG12指定〕
（中止の場合あり）
第3節
第3節
～山一證券 最後の聖戦～ 2:00 鋼の錬金術師
アナトミー13#24（終）
2 （変更の場合あり）
（変更の場合あり）
第一話
FULLMETAL ALCHEMIST 2:45 国際共同制作プロジェクト 2:30 セックス・アンド・ザ
#6▽2:30 #7▽3:00 #8
▽2:20 第二話
3:30 スペインサッカー リーガ・ 3:20 スペインサッカー リーガ・
格闘ゲームに生きる
・シティ２
3
▽3:15 第三話
▽3:30 #9▽4:00 #10
〔R15＋指定〕
エスパニョーラ 第3節（変更あり）
エスパニョーラ 第3節（変更あり）
3:30 将軍たちの夜（中止の場合あり）
4:00 生中継！

4:00 LPGA女子ゴルフツアー 3:30 スペインサッカー

3:20 スペインサッカー

4:10 連続ドラマＷ しんがり 4:00 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST#10 4:15 裁かれるは善人のみ

2:30 セックス・アンド・ザ

●［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 8 月 4 日現在の情報です。

２０１７ 年 9 月 月 間 番 組 表
17（日）

18（月）

19（火）

17日（日）～30日（土）

20（水）

21（木）

28（木）

29（金）

選りすぐりの番組が集まる
WOWOW のメインチャンネル

22（金）

23（土）

24（日）

4 （中止の場合あり）
の秘密の外出〔PG12指定〕
（中止の場合あり）
4:45 ランス・アームストロング
4:40 邦楽BREAK
（中止の場合あり）
The Return
第６章
ツール・ド・フランス 5:25 ボリショイ・バビロン 5:00 中国歴史ドラマ
5:00 ドラマＷ
5
▽5:50 第７章
７冠の真実
華麗なるバレエの舞台裏
「三国志 ～趙雲伝～」
稲垣家の喪主
▽6:55 第８章
#55
6:00 カイ（EXO）主演「チョコバンク」 6:00 カイ（EXO）主演「チョコバンク」
6:00 マネーモンスター
6 #1▽6:20 #2▽6:40 #3
#4▽6:20 #5▽6:40 #6（終）
▽6:00 #56
〔PG12指定〕
7:00 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#2 7:00 チェ・ジウ主演「キャリー 7:00 チェ・ジウ主演「キャリー 7:00 チェ・ジウ主演「キャリー 7:00 チェ・ジウ主演「キャリー 7:00 チェ・ジウ主演「キャリー
7 7:30 エキサイトマッチ
バッグいっぱいの恋」#6
バッグいっぱいの恋」#7
バッグいっぱいの恋」#8
バッグいっぱいの恋」#9
バッグいっぱいの恋」#10
7:40 邦楽BREAK
WBO世界Ｓ・ウェルター級タイトルマッチ 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
8:15 韓国ホームドラマ
8:00 BBC Earth 2017 パタゴニア 8:00 悪人
8 サウル・カネロ・アルバレス 「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
「月桂樹洋服店の紳士たち
～山嶺のフロンティア～#2
〔PG12指定〕
vsリアム・スミス
～恋はオーダーメイド！～」#33
～恋はオーダーメイド！～」#34
～恋はオーダーメイド！～」#35
～恋はオーダーメイド！～」#36
～恋はオーダーメイド！～」#37 9:00 エレメンタリー５
9 9:30 いよいよゴング！頂上決戦！ゴロフキンvsカネロ・アルバレス 9:30 速報！LPGA女子ゴルフツアー 9:30 速報！LPGA女子ゴルフツアー 9:30 X-MEN：アポカリプス 9:30 映画『関ヶ原』の全て 9:30 ハン・ソッキュ主演
ホームズ＆ワトソン in NY#1
10:00 生中継！
10:00 秘密 THE TOP SECRET 10:00 スキャナー
10:00 プラダを着た悪魔
「浪漫ドクター キム・サブ」 10:00 連続ドラマＷ
10 エキサイトマッチスペシャル 〔PG12指定〕
#3
賢者の愛 第一話
10:30 メガヒット劇場
記憶のカケラをよむ男
▽10:45 #4
頂上決戦！ゴロフキンvs
11:00 中国歴史ドラマ
怒り
11 カネロ・アルバレス
〔PG12指定〕
「三国志 ～趙雲伝～」
#57
３団体統一世界ミドル級
0:00 連続ドラマＷ
0:00 連続ドラマＷ
0:00 連続ドラマＷ
0:00 連続ドラマＷ
0 タイトルマッチ
▽0:00 #58
0:45 ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2017 速報！
グーグーだって猫である
グーグーだって猫である
グーグーだって猫である２
グーグーだって猫である２
ゲンナディ・ゴロフキンvs 1:00 メガヒット劇場
第１話
第３話
-good good the fortune cat-good good the fortune cat- 1:00 ROCK IN JAPAN
1:00 ROCK IN JAPAN
1 サウル・カネロ・アルバレス ミュージアム
第１話▽1:00 第２話
▽1:00 第２話
▽1:00 最終話（終）
第３話
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2017
▽1:00 第４話
DAY-1 前編
DAY-2 前編
（終了時間変更の場合あり）
2:00 クリミナル・マインド12 2:00 グレイズ・
2:00 BBC EARTH 生命の惑星
2
▽2:00 最終話（終）
FBI行動分析課#2
アナトミー13#24（終）
～地球24時間の物語～#1
3:15 メガヒットレジェンド 3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店 3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店 3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店 3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店
3
の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#28
の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#29
の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#30
の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#31 3:30 ROCK IN JAPAN
3:30 ROCK IN JAPAN
ブレイブハート
4:00 ジャパンウイメンズ
4:15 サハラ 死の砂漠を
4:15 イエスマン “YES”は
4:15 アウトブレイク
4:15 邦楽BREAK
FESTIVAL 2017
FESTIVAL 2017
4 オープンテニス
DAY-1 後編
DAY-2 後編
脱出せよ
4:30 週刊Hollywood Express
人生のパスワード
最終日シングルス決勝
5:00 アカデミー賞への招待
5 （終了時間変更の場合あり）
スピード
6:15 アップルシード アルファ
6:15 間に合う「ツイン・ピークス The Return」
6:00 テニス情報番組 テニス太郎#6 6:00 マスター・アンド・
6
コマンダー
6:30 スーサイド・スクワッド 6:30 ズートピア
6:30 ドラマＷ
6:30 週刊Hollywood Express
7:00 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#2 7:00 桑田佳祐と『がらくた』
この街の命に
7 7:30 宮里藍出場！
～ソロ30年目の衝動～
7:30 ハン・ソッキュ主演
生中継 LPGA女子ゴルフ 8:00 SEVENTEEN
8:15 間に合う「ツイン・ピークス The Return」
「浪漫ドクター キム・サブ」
8 ツアー メジャー最終戦！ 「'17 JAPAN CONCERT 8:45 間に合う「ツイン・ピークス The Return」 8:45 平日夜は最新映画！ 8:30 平日夜は最新映画！
#5
8:40 斎藤工×板谷由夏 映画工房
▽8:45 #6
エビアン・チャンピオン
Say the name
9:00 平日夜は最新映画！
9:00 ツイン・ピークス
9:00 ノンフィクションＷ シャルルの
ミュージアム
シング・ストリート
9 シップ 最終日
#SEVENTEEN」
未来へのうた
幻想の島 ～日本の祝祭とフランス人写真家～
だれかの木琴
The Return 第９章
〔PG12指定〕
（終了時間変更の場合あり） 10:00 SEVENTEEN
10:00 アニメプレミア
10:00 ダ・ヴィンチ・コード 10:00 連続ドラマＷ
10
バチカン奇跡調査官#11▽10:30 #12（終）
10:30 予兆 散歩する侵略者 第１話
［エクステンデッド版］
「2017 SEVENTEEN
沈黙法廷 第一話
1ST WORLD TOUR 11:00 クリミナル・マインド12 11:00 スキャンダル６
11:00 エレメンタリー５
11:20 ツイン・ピークス
11:00 アンダーワールド
11
‘DIAMOND EDGE’ in JAPAN」
FBI行動分析課#3
ホームズ＆ワトソン in NY#1
託された秘密#1
The Return
〔PG-12指定〕
第１章
0:00 予兆 散歩する侵略者 第１話 0:20 予兆 散歩する侵略者 0:00 クリミナル・マインド12 0:00 スキャンダル６
0
▽0:25 第２章
0:40 バイオハザード：
第１話
FBI行動分析課#3
託された秘密#1
▽1:30 第３章
1:00 連続ドラマＷ
1:00 鋼の錬金術師
1:00 TOO YOUNG TO DIE！
1:15 ロング・エンゲージメ 1:15 二重生活(2016)
ザ・ファイナル
1
▽2:35 第４章
〔PG12指定〕
FULLMETAL ALCHEMIST
若くして死ぬ
撃てない警官 第１話
ント〔R-15指定〕
〔R15＋指定〕
▽3:40 第５章
#11▽1:30 #12
（中止の場合あり）
2:00 ハドソン川の奇跡
2
▽2:00 #13▽2:30 #14
2:40 二ツ星の料理人
▽3:00 #15
3:00 週刊Hollywood Express
3:40 ロイヤル・ナイト 英国王女
3:15 ミュージアム ‐序章‐
3:30 リリイ・シュシュのすべて 3:30 13時間 ベンガジの秘密
3 3:30 ブラザーフッド（中止の場合あり）
の秘密の外出〔PG12指定〕 3:30 沈黙の銃弾
（中止の場合あり）
の兵士（中止の場合あり）
3:30 将軍たちの夜

25（月）

3:30 ブラザーフッド

26（火）

4:25 邦楽BREAK

27（水）

3:40 ロイヤル・ナイト 英国王女 3:30 沈黙の銃弾

4:15 シルヴィ・ギエム「BYE」アジュー 4:45 ツイン・ピークス

3:30 リリイ・シュシュのすべて

30（土）

4 ベンガジの秘密の兵士 4:45 映画「散歩する侵略者」公開記念ナビ
キャプテン・アメリカ 4:40 邦楽BREAK
のため、放送を休止い
（中止の場合あり）
たします。
5:00 インクレディブル・
5:00 中国歴史ドラマ
5
5:45 掃苔のすすめ
ハルク
「三国志 ～趙雲伝～」
#57
6:00 ノンフィクションＷ 暗黒のアイドル、
～お墓を巡る物語～#2
6 寺山修司の彼方へ。  ～「月蝕歌劇団」30年の挑戦～
▽6:00 #58
6:35 週刊Hollywood Express
6:50 映画「散歩する侵略者」公開記念ナビ
7:00 チェ・ジウ主演「キャリー 7:00 チェ・ジウ主演「キャリー 7:00 チェ・ジウ主演「キャリー 7:00 チェ・ジウ主演「キャリー 7:00 チェ・ジウ主演「キャリー 7:00 チェ・ジウ主演「キャリー
7 バッグいっぱいの恋」#11
バッグいっぱいの恋」#12
バッグいっぱいの恋」#13
バッグいっぱいの恋」#14
バッグいっぱいの恋」#15
バッグいっぱいの恋」#16（終）
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
8:15 韓国ホームドラマ
8:00 BBC Earth 2017 パタゴニア
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
「月桂樹洋服店の紳士たち
～山嶺のフロンティア～#3
～恋はオーダーメイド！～」#38
～恋はオーダーメイド！～」#39
～恋はオーダーメイド！～」#40
～恋はオーダーメイド！～」#41
～恋はオーダーメイド！～」#42 9:00 エレメンタリー５
9 9:30 邦楽BREAK
9:30 あやしい彼女
9:30 感染列島
9:30 週刊Hollywood Express 9:30 ハン・ソッキュ主演
ホームズ＆ワトソン in NY#2
10:00 トゥー・ウィークス・
10:00 生中継！
「浪漫ドクター キム・サブ」 10:00 連続ドラマＷ
10 ノーティス
LPGA女子ゴルフツアー
#5
賢者の愛 第二話
▽10:45 #6
〈ニュージーランド〉
11:00 中国歴史ドラマ
11 11:45 斎藤工×板谷由夏 映画工房 11:45 WHO I AM ＜5分版＞
マッケイソン・ニュー
「三国志 ～趙雲伝～」#59（終）
0:00 連続ドラマＷ きんぴか 0:00 連続ドラマＷ きんぴか 0:00 ドラマＷ
ジーランド女子オープン 0:00 映画「散歩する侵略者」公開記念ナビ 0:00 生中継！LPGA女子ゴルフツアー
0 第一話
第四話
第１日
0:30 真田十勇士
〈ニュージーランド〉マッケイソン・ニュージーランド
双葉荘の友人
▽1:00 第二話
▽1:00 最終話（終）
（終了時間変更の場合あり）
女子オープン 第３日（終了時間変更の場合あり）
1 ▽2:00 第三話
1:30 グースバンプス
2:00 クリミナル・マインド12 2:00 スキャンダル６
2:15 マイケル・チャンのテニス塾
モンスターと秘密の書
2
FBI行動分析課#3
2:30 テニス情報番組 テニス太郎#6 2:50 10月「シグナル／時空を超えた捜査線」
託された秘密#1
3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店 3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店 3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店 3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店 3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店 3:25 10月「シグナル／時空を超えた捜査線」
3 の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#32 の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#33 の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#34 の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#35 の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#36 3:30 BBC Earth 2017
4:15 ピッチ・パーフェクト２ 4:15 イーグル・ジャンプ
4:15 ヤング・アダルト・
4:15 エレメンタリー５
4:15 邦楽BREAK
めぐる季節はワンダーランド
4
ニューヨーク
ホームズ＆ワトソン in NY#1 4:30 週刊Hollywood Express
#1
▽4:30 #2
5:15 素敵なサプライズ
5:00 アカデミー賞への招待
5
▽5:30 #3（終）
ユージュアル・サスペクツ
ブリュッセルの奇妙な
代理店
6:15 花とアリス
6:15 バットマン vs
6:00 ジェームス・ブラウン
6
～最高の魂（ソウル）を
6:30 矢沢永吉 -Life- 完全版
スーパーマン
ジャスティスの誕生
持つ男～
7:00 アイス・エイジ５
7:00 テニス情報番組 テニス太郎#6
～スペシャルインタビュー＆ライヴ～
7
〔PG12指定〕
7:30 ハン・ソッキュ主演
7:30 REBECCA LIVE
止めろ！惑星大衝突
「浪漫ドクター キム・サブ」
TOUR 2017
8 8:45 10月「シグナル／時空を超えた捜査線」
at 日本武道館
8:30 平日夜は最新映画！
8:40 平日夜は最新映画！
#7
▽8:45 #8
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
怒り
われらが背きし者
9 ミッドナイト・スペシャル
〔PG12指定〕
〔PG12指定〕
モーガン プロトタイプ
The Return 第10章
L-9
10:00 バチカン奇跡調査官#12（終） 10:00 KINGSGLAIVE
10
10:45 WHO I AM ＜5分版＞
10:30 予兆 散歩する侵略者 第２話 10:45 速報！LPGA女子ゴルフツアー
FINAL FANTASY XV
11:00 連続ドラマＷ
11:00 クリミナル・マインド12 11:00 スキャンダル６
11:00 エレメンタリー５
11:00 ツイン・ピークス
11 沈黙法廷 第一話
FBI行動分析課#4
ホームズ＆ワトソン in NY#2
託された秘密#2
The Return 第９章
0:00 予兆 散歩する侵略者 第２話 0:00 エレメンタリー５
0:00 クリミナル・マインド12 0:00 スキャンダル６
0:05 連続ドラマＷ
0:00 福田雄一×井上芳雄「グリーン＆ブラックス」#6
0 0:30 連続ドラマＷ
ホームズ＆ワトソン in NY#1
FBI行動分析課#4
0:30 週刊Hollywood Express
託された秘密#2
希望ヶ丘の人びと
第一話
1:00 スキャンダル６
1:00 ツイン・ピークス
1:00 ノンフィクションＷ シャルルの
1:15 ナイロビの蜂
撃てない警官
1 第１話
▽1:00 第二話
幻想の島 ～日本の祝祭とフランス人写真家～
託された秘密#1
The Return 第９章
（中止の場合あり）
▽1:55 第三話
▽1:25 第２話
2:00 連続ドラマＷ
2:05 鋼の錬金術師
2:00 BBC EARTH 生命の惑星
2 ▽2:15 第３話
▽2:50 第四話
FULLMETAL ALCHEMIST
～地球24時間の物語～#2
海に降る 第一話
▽3:05 第４話
▽3:45 最終話（終）
#16▽2:35 #17▽3:05 #18 3:00 放送機器の点検・保守のため、
3:00 シビル・ウォー／
3 ▽3:55 最終話（終）
▽3:35 #19▽4:05 #20
放送を休止いたします。
3:30 人のセックスを笑うな（中止の場合あり）
キャプテン・アメリカ
3:30 13時間

3:55 連続ドラマＷ 撃てない警官 最終話（終） 3:00 シビル・ウォー／

4:05 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST#20 3:00 放送機器の点検・保守 4:40 エベレスト

●［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 8 月 4 日現在の情報です。

