２０１７ 年 10 月 月 間 番 組 表
1（日）

2（月）

9（月）

10（火）

1日（日）～16日（月）

3（火）

4（水）

5（木）

選りすぐりの番組が集まる
WOWOW のメインチャンネル

6（金）

7（土）

8（日）

4 （中止の場合あり）
第五話
4:30 オデッセイ
4:35 ラザロ・エフェクト
デシジョン
メガバンク最終決戦
▽4:55 最終話（終）
最終話（終）
5
5:50 A Film About Coffee
5:35 追跡車
5:30 みんなのアムステルダム
(ア・フィルム・アバウト
国立美術館へ
6:00 日本のいちばん長い日
6:00 中国歴史ドラマ
6:00 シグナル／時空を超えた
6 (2015)
6:50 「月桂樹洋服店の紳士たち」ダイジェスト
・コーヒー)
「三国志 ～趙雲伝～」#59（終）
捜査線#1
7:00 韓国ドラマ
7:00 韓国ドラマ
7:00 韓国ドラマ
7:00 韓国ドラマ
7:00 韓国ドラマ
7:00 BBC Earth 2017 リラックス・ 7:15 何者
7
アニマルズ～魔法のカメラが映す素顔～#1
「ミッシングナイン」#1
「ミッシングナイン」#2
「ミッシングナイン」#3
「ミッシングナイン」#4
「ミッシングナイン」#5
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 シグナル／時空を超えた
8 8:30 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#3
「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
捜査線#1
8:55 放送中！「シグナル／時空を超えた捜査線」
9:00 ノンフィクションＷ
～恋はオーダーメイド！～」#43
～恋はオーダーメイド！～」#44
～恋はオーダーメイド！～」#45
～恋はオーダーメイド！～」#46
～恋はオーダーメイド！～」#47 9:00 エレメンタリー５
9:00 BULL／ブル
9 少年たちが“リトル・ダンサー”になる瞬間 9:30 噂のモーガン夫妻 9:30 ハン・ソッキュ主演 9:30 ハン・ソッキュ主演 9:30 ハン・ソッキュ主演 9:30 ハン・ソッキュ主演
ホームズ＆ワトソン in NY#3
法廷を操る男#1
10:00 連続ドラマＷ
「浪漫ドクター キム・サブ」
「浪漫ドクター キム・サブ」
「浪漫ドクター キム・サブ」
「浪漫ドクター キム・サブ」 10:00 連続ドラマＷ 賢者の愛 第三話 10:00 連続ドラマＷ
10 沈黙法廷 第一話
#1
#3
#5
#7
10:55 「連続ドラマＷ 石つぶて」ミニガイド
沈黙法廷 第二話
▽10:45 #2
▽10:45 #4
▽10:45 #6
▽10:45 #8
11:00 テニス情報番組 テニス太郎#6
11:00 ノンフィクションＷ
11:00 伊達公子 引退スペシャル
11 11:35 楽天ジャパンオープン 11:55 楽天ジャパンオープン
「ユーミン」の作り方 ～松任谷正隆の流儀～
あなたの笑顔が大好きだった
テニス
テニス
0:00 RANMARU神の舌を 0:00 バイオハザード：
0:00 生中継！
0:00 生中継！
0:00 生中継！
0:00 生中継！
0 シングルス予選決勝
第１日シングルス１回戦
持つ男
LPGA女子ゴルフツアー
LPGA女子ゴルフツアー
LPGA女子ゴルフツアー
LPGA女子ゴルフツアー
ザ・ファイナル
〔PG12指定〕
（終了時間変更の場合あり）
〈中国〉アリスポーツ・
〈中国〉アリスポーツ・
〈中国〉アリスポーツ・
〈中国〉アリスポーツ・
1
レインウッド
レインウッド
レインウッド
レインウッド
1:50 邦楽BREAK
第１日
第２日
第３日
最終日
2:00 クリミナル・マインド12 2:00 スキャンダル６
2
FBI行動分析課#4
（終了時間変更の場合あり）
（終了時間変更の場合あり）
（終了時間変更の場合あり）
（終了時間変更の場合あり）
託された秘密#2
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！～」#37
の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#38
4:15 ターザン：REBORN 4:15 超高速！参勤交代
4
5:15 エレメンタリー５
5:15 アカデミー賞への招待
5
5:55 楽天ジャパンオープン
ホームズ＆ワトソン in NY#2
5:30 開幕直前！第30回東京国際映画祭
ウォーリー
テニス
6:10 ジャングル・ブック
6:20 超高速！参勤交代
6:10 青空エール
6:00 桑田佳祐
6
第１日シングルス１回戦
（2016）
リターンズ
年越しライブ2016
「ヨシ子さんへの手紙
（終了時間変更の場合あり）
7:00 週刊Hollywood Express
7 7:30 メガヒット劇場
～悪戯な年の瀬～」 7:30 メガヒット劇場
7:30 ハン・ソッキュ主演
8:00 平日夜は最新映画！
「浪漫ドクター キム・サブ」
トリプルＸ：再起動
ファンタスティック・
8
#9
ビーストと魔法使いの旅
8:45 WOWOWイチオシ番組宣伝（梅原裕一郎ほか） 8:30 平日夜は最新映画！
8:45 鋼の錬金術師展を10倍楽しむ方法
ペイ・ザ・ゴースト
▽8:45 #10
ハロウィンの生贄
9:00 平日夜は最新映画！
9:00 ツイン・ピークス
トリプルＸ：再起動
9 9:30 WOWOWイチオシ番組宣伝（梅原裕一郎ほか）
9:45 斎藤工×板谷由夏 映画工房
9:50 WOWOWイチオシ番組宣伝（梅原裕一郎ほか）
ハンズ・オブ・ラヴ
The Return 第11章
手のひらの勇気
10:00 連続ドラマＷ
10:00 シグナル／時空を超えた
10:25 速報！LPGA女子ゴルフツアー 10:00 ノンフィクションＷ
10:00 V6 WOWOWスペシャル 10:00 連続ドラマＷ
10 沈黙法廷 第二話
捜査線#1
10:45 マイケル・チャンのテニス塾 10:30 予兆 散歩する侵略者 第３話
ユーリー・ノルシュテインの、話の話。
～The ONES～
沈黙法廷 第三話
11:00 エンパイア３
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
11:00 BULL／ブル
11:00 エンパイア３
11 ～成功の代償#1
FBI行動分析課#5
ホームズ＆ワトソン in NY#3
沈黙法廷 第二話
託された秘密#3
The Return 第10章
法廷を操る男#1
～成功の代償#2
0:00 ハイ・ライズ
0:00 予兆 散歩する侵略者 第３話 0:00 無料でWOWOW！
0:00 クリミナル・マインド12 0:00 スキャンダル６
0:00 連続ドラマＷ
0:00 WOWOW×TBS共同制作ドラマ 0:00 ストレイト・アウタ・
0 〔R15＋指定〕
0:30 連続ドラマＷ 海に降る
FBI行動分析課#5
MOZUスピンオフ
コンプトン
アンダーワールド
託された秘密#3
メガバンク最終決戦
〔R15＋指定〕
〔PG-12指定〕
第１話
第一話
1:00 ツイン・ピークス
1:00 北欧サスペンス
大杉探偵事務所 ～美しき標的編
1
▽1:00 第２話
▽1:25 第二話
1:35 MOZUスピンオフ
The Return 第10章
「凍てつく楽園」
▽2:20 第三話
▽1:55 第３話
～島に沈む記憶～
2:00 マスター・アンド・
2:15 エンパイア３
2:05 鋼の錬金術師 FULLMETAL
大杉探偵事務所
2 コマンダー
▽3:15 第四話
▽2:50 第４話
第１話▽1:50 第２話
～砕かれた過去編
～成功の代償#1
ALCHEMIST#21
2:30 裏切りのサーカス
▽4:05 第五話
▽2:40 最終話（終）
▽3:45 第５話
▽2:35 #22▽3:05 #23
（中止の場合あり）
3:15 連続ドラマＷ
3:15 クリーピー 偽りの隣人
〔R15＋指定〕
3
▽4:55 最終話（終）
▽3:35 #24▽4:00 #25 3:30 邦楽BREAK
▽4:40 最終話（終）
悪貨 第１話
3:30 人のセックスを笑うな 4:30 エグゼクティブ・

4:05 連続ドラマＷ 海に降る 4:15 洋楽BREAK

11（水）

12（木）

4:00 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST#25 4:00 ザ・ブリザード

13（金）

14（土）

4:40 連続ドラマＷ

3:15 クリーピー 偽りの隣人

15（日）

16（月）

4
4:35 プロジェクト・
「埋もれる殺意」
「カッコウの卵は誰のもの」
最終章（終）
ランウェイ14
ランウェイ14
～39年目の真実～
#6
#12
5:15 ズートピア
ランウェイ14
最終話（終）
5
#4▽5:00 #5
▽5:00 #7
▽5:00 #13
#15
5:45 アカデミー賞受賞！
▽5:45 #8
▽5:45 #14
▽6:00 #6（終）
▽5:20 #16
6:10 中国歴史ドラマ
ウォルト・ディズニー
6
▽6:05 #17（終）
6:45 WHO I AM ＜5分版＞ 6:40 「連続ドラマＷ 石つぶて」ミニガイド
6:55 速報！LPGA女子ゴルフツアー
短編アニメーション傑作選
「項羽と劉邦 King's War」#1
7:00 韓国ドラマ
7:00 韓国ドラマ
7:00 韓国ドラマ
7:00 韓国ドラマ
7:00 韓国ドラマ
7:00 BBC Earth 2017 リラックス・ 7:05 スキャナー
7:00 韓国ドラマ
7 「ミッシングナイン」#6 「ミッシングナイン」#7 「ミッシングナイン」#8 「ミッシングナイン」#9 「ミッシングナイン」#10 アニマルズ～魔法のカメラが映す素顔～#2 記憶のカケラをよむ男
「ミッシングナイン」#11
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 シグナル／時空を超えた
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
「月桂樹洋服店の紳士たち
捜査線#2
「月桂樹洋服店の紳士たち
～恋はオーダーメイド！～」#48
～恋はオーダーメイド！～」#49
～恋はオーダーメイド！～」#50
～恋はオーダーメイド！～」#51
～恋はオーダーメイド！～」#52 9:00 エレメンタリー５
9:00 BULL／ブル
～恋はオーダーメイド！～」#53
9 9:30 ドント・ブリーズ 9:30 カンヌ
9:30 怒り
9:30 シビル・ウォー／
9:30 ハン・ソッキュ主演
9:30 レボリューショナリー
ホームズ＆ワトソン in NY#4
法廷を操る男#2
10:00 連続ドラマＷ
「浪漫ドクター キム・サブ」 10:00 連続ドラマＷ
・ロード／燃え尽きるまで
〔PG12指定〕
伝説が生まれる街
〔PG12指定〕
キャプテン・アメリカ
10
10:40 クリミナル・マインド12
#9
賢者の愛 最終話（終）
沈黙法廷 第三話
▽10:45 #10
11:00 ピートと秘密の友達
FBI行動分析課
11:00 ミニオンズ
11:00 アウトロー(2012)
11
#1
11:45 斎藤工×板谷由夏 映画工房
▽11:30 #2
0:00 連続ドラマＷ 悪貨
0:20 スキャンダル６
0:00 生中継！
0:00 ボクの妻と結婚して
0 0:55 速報！LPGA女子ゴルフツアー ▽0:20 #3
託された秘密
LPGA女子ゴルフツアー
ください。
0:45 ジュラシック・ワールド
第１話
▽1:10 #4
▽1:00 第２話
#1
1:00 速報！Reborn-Art Festival
1:15 メガヒット劇場
〈韓国〉LPGA KEB
1 2017 × ap bank fes
▽2:00 #5
▽2:00 第３話
▽1:10 #2
ハナバンク選手権
ジャック・リーチャー
▽2:00 #3
第１日
NEVER GO BACK
2:00 Reborn-Art
2:00 シグナル／時空を超えた
2 Festival 2017
2:50 「連続ドラマＷ 石つぶて」ミニガイド
（終了時間変更の場合あり）
捜査線#2
× ap bank fes
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
3:00 メガヒットレジェンド
3 ＜Day1＞
の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#39
の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#40
「月桂樹洋服店の紳士たち
3:30 WOWOWイチオシ番組宣伝（鈴木達央ほか）
の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#42
ツーリスト
4:15 ニック・オブ・タイム 4:15 スネーク・アイズ
4:15 エレメンタリー５
～恋はオーダーメイド！～」#41
4:00 WOWOWプレミア
4:15 マゴリアムおじさんの
4
(1998)
ホームズ＆ワトソン in NY#3 4:30 アカデミー賞への招待 4:50 鋼の錬金術師展を10倍楽しむ方法
英国クライムサスペンス
不思議なおもちゃ屋
5:00 Reborn-Art
5:15 ニュースの真相
5:00 SUMMER SONIC 2017
「埋もれる殺意」
エクソシスト
5 Festival 2017 ×
～26年の沈黙～
～MARINE スペシャル～
#1
6:00 プラダを着た悪魔
6:00 ダ・ヴィンチ・コード
6:00 グースバンプス
DAY-1
ap bank fes
6 ＜Day2＞
▽5:00 #2
［エクステンデッド版］
6:45 週刊Hollywood Express
モンスターと秘密の書
▽6:00 #3
7:20 「連続ドラマＷ 石つぶて」ミニガイド 7:00 SUMMER SONIC 2017
7
▽7:00 #4
7:45 平日夜は最新映画！
7:30 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#3 7:30 ハン・ソッキュ主演
～MARINE スペシャル～
▽8:00 #5
8:00 Reborn-Art
8:00 平日夜は最新映画！
8:00 平日夜は最新映画！
「浪漫ドクター キム・サブ」
DAY-2
マリアンヌ
8 Festival 2017 ×
▽9:00 #6（終）
〔PG12指定〕
#11
探偵ミタライの事件簿
ファンタスティック・
▽8:45 #12
星籠の海
ビーストと魔法使いの旅
9:00 ツイン・ピークス
9:00 平日夜は最新映画！
ap bank fes
9 ＜Day3＞
The Return 第12章
ブラック・ファイル
野心の代償
10:00 シグナル／時空
10:00 BULL／ブル
10:25 速報！LPGA女子ゴルフツアー 10:00 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#3 10:00 番組未定
10:00 連続ドラマＷ
10
10:55 「連続ドラマＷ 石つぶて」ミニガイド
10:30 予兆 散歩する侵略者 第４話 10:30 ロボマスターズ episode1
を超えた捜査線#2
法廷を操る男#1
沈黙法廷 第四話
11:00 クリミナル・マインド12 11:00 スキャンダル６
11:00 連続ドラマＷ
11:00 連続ドラマＷ
11:00 エレメンタリー５
11:00 ツイン・ピークス
11:00 BULL／ブル
11:00 エンパイア３
11 沈黙法廷 第三話
FBI行動分析課#6
ホームズ＆ワトソン in NY#4
沈黙法廷 第四話
託された秘密#4
The Return 第11章
法廷を操る男#2
～成功の代償#3
0:00 予兆 散歩する侵略者 第４話 0:00 BULL／ブル
0:00 クリミナル・マインド12 0:00 スキャンダル６
0:00 連続ドラマＷ 東野圭吾 0:00 コードギアス
0:00 予兆 散歩する侵略者 0:00 予兆 散歩する侵略者 最終話（終）
0 0:30 プロジェクト・
0:40 エレメンタリー５
FBI行動分析課#6
「カッコウの卵は誰のもの」
法廷を操る男#1
託された秘密#4
亡国のアキト
第１話
▽0:30 第２話
第１章
ランウェイ14
1:00 連続ドラマＷ 東野圭吾 1:00 ツイン・ピークス
1:00 英国クライムサスペンス
第一話
ホームズ＆ワトソン in NY
1 #1
▽1:00 第３話▽1:30 第４話
▽0:55 第２章
▽1:00 第二話
「カッコウの卵は誰のもの」 第一話
「埋もれる殺意」
#1
The Return 第11章
▽2:00 第三話
▽2:00 第３章
▽1:15 #2
▽1:30 #2
～39年目の真実～
2:00 プロジェクト・
2:05 鋼の錬金術師 FULLMETAL
2:00 スペル
2 ▽2:00 #3
▽2:20 #3
▽2:55 第四話
▽3:05 第４章
#1
ランウェイ14
ALCHEMIST#26
▽2:00 #2
▽3:10 #4
▽2:45 #4
▽3:50 第五話
▽4:10 最終章（終）
▽2:35 #27▽3:05 #28
#9
3 ▽3:30 #5
▽3:30 #29▽3:55 #30
▽3:00 #3
▽4:45 最終話（終）
▽2:45 #10▽3:30 #11
3:50 WHO I AM ＜5分版＞
4:45 キング・オブ・エジプト 4:15 プロジェクト・

4:15 プロジェクト・

4:20 鋼の錬金術師展を10倍楽しむ方法 4:00 英国クライムサスペンス 4:45 連続ドラマＷ 東野圭吾 4:10 コードギアス 亡国のアキト 4:00 映画 鈴木先生

●［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 9 月 4 日現在の情報です。

２０１７ 年 10 月 月 間 番 組 表
17（火）

18（水）

19（木）

17日（火）～31日（火）

20（金）

21（土）

選りすぐりの番組が集まる
WOWOW のメインチャンネル

22（日）

23（月）

24（火）

4 エンジェル
放送を休止いたします。
～音楽家・梁邦彦 その旋律は世界に響く～
4:30 虎影
スピンオフドラマ
スピンオフドラマ
スピンオフドラマ
「エージェント・オブ
「エージェント・オブ・シールド４」
「エージェント・オブ・シールド４」
5:00 斎藤工×板谷由夏 映画工房 5:00 竜馬暗殺
5
#15▽4:55 #16
#21▽5:25 #22（終）
・シールド４」
5:30 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#3
#6▽4:45 #7
6:10 中国歴史ドラマ
6:10 中国歴史ドラマ
6:10 中国歴史ドラマ
6:10 中国歴史ドラマ
6:10 中国歴史ドラマ
6:10 中国歴史ドラマ
6 「項羽と劉邦 King's War」#2
▽5:30 #8▽6:15 #9
「項羽と劉邦 King's War」#3
「項羽と劉邦 King's War」#4
「項羽と劉邦 King's War」#5
「項羽と劉邦 King's War」#6
「項羽と劉邦 King's War」#7
7:00 韓国ドラマ
7:00 韓国ドラマ
7:00 韓国ドラマ
7:00 韓国ドラマ
7:00 BBC Earth 2017 リラックス・ 7:00 シング・ストリート
7:00 韓国ドラマ
7:00 韓国ホームドラマ
7 「ミッシングナイン」#12 「ミッシングナイン」#13
「ミッシングナイン」#14
「ミッシングナイン」#15
アニマルズ～魔法のカメラが映す素顔～#3
「ミッシングナイン」#16（終）
「バラ色の恋人たち」#1
未来へのうた
〔PG12指定〕
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 「浪漫ドクター キム・サブ」ダイジェスト 8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8:00 シグナル／時空を超えた
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 8:30 番組未定
「あなたはひどいです」
「あなたはひどいです」
捜査線#3
「あなたはひどいです」
「あなたはひどいです」
～恋はオーダーメイド！～」 最終話（終）
#1
#2
9:00 エレメンタリー５
9:00 BULL／ブル
#3
#4
9 9:30 シャッター アイランド
ホームズ＆ワトソン in NY#5
9:30 リプレイスメント
9:30 ハン・ソッキュ主演
9:30 ルーム
9:30 後妻業の女
法廷を操る男#3
「浪漫ドクター キム・サブ」 10:15 番組未定
10:00 連続ドラマＷ
〔PG12指定〕
～全てを奪う女～
〔PG12指定〕
10
#1
#11
沈黙法廷 第四話
▽10:30 #2
▽10:45 #12
11:00 ファミリーシアター
11
▽11:30 #3（終）
11:45 斎藤工×板谷由夏 映画工房 11:45 鋼の錬金術師展を10倍楽しむ方法
コウノトリ大作戦！
0:00 連続ドラマＷ 悪貨
0:00 BFG：ビッグ・フレンド
0:00 連続ドラマＷ
0:00 連続ドラマＷ
0 第４話
0:30 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#3
リー・ジャイアント
0:45 マイケル・チャンのテニス塾
平成猿蟹合戦図
平成猿蟹合戦図
▽1:00 最終話（終）
#1
#3
1:00 生中継！
1:00 メガヒット劇場
1
▽1:00 #2
▽1:00 #4
LPGA女子ゴルフツアー
ぼくは明日、昨日のきみ
2:00 クリミナル・マインド12
〈台湾〉スインギング・ 2:00 シグナル／時空を超えた 2:00 テニス情報番組 テニス太郎#7
とデートする
2:00 銘酒誕生物語スペシャル 2:00 クリミナル・マインド12
2 FBI行動分析課#6
スカーツ
捜査線#3
「十四代」400年の軌跡
FBI行動分析課#7
2:30 電車男
LPGA台湾選手権
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 TV初放送！「君の名は。」という奇跡 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！～」#43
第１日
の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#44
の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#45
の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#46
の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#47
3:45 開幕直前！第30回東京国際映画祭
4:15 エラゴン 遺志を継ぐ者 4:15 スキャンダル６
（終了時間変更の場合あり） 4:20 アカデミー賞への招待
4:00 BBC Earth 2017
4:15 ブレイブハート
4:15 プルーフ・オブ・ライフ
4
4:30 生中継！谷村新司
託された秘密#4
マスター・アンド・
イエローストーン
コマンダー
5:15 ファンタスティック・ 5:15 エレメンタリー５
～七色の泉と白い雪解け～
45th CONCERT
5
TOUR 2017
ビーストと魔法使いの旅
ホームズ＆ワトソン in NY#4
#1
▽5:00 #2
STANDARD
6:10 クライム・ヒート
6:10 ピートと秘密の友達
6
▽6:00 #3（終）
（終了時間変更の場合あり）
6:50 「連続ドラマＷ 石つぶて」ミニガイド
6:45 四月物語
7:00 週刊Hollywood Express
7:00 安室奈美恵
7:20 開幕直前！第30回東京国際映画祭
7
7:30 平日夜は最新映画！
7:30 ハン・ソッキュ主演
7:30 メン・イン・キャット
25th ANNIVERSARY 7:45 平日夜は最新映画！
LIVE in OKINAWA
8:00 平日夜は最新映画！
8:20 平日夜は最新映画！
「浪漫ドクター キム・サブ」
8:00 平日夜は最新映画！
フェンス
破門
8 金メダル男
#13
ふたりのヤクビョーガミ
ジャック・リーチャー
マザーズ・デイ
▽8:45 #14
NEVER GO BACK
9:00 ツイン・ピークス
9:00 ノンフィクションＷ
9
少年たちが“リトル・ダンサー”になる瞬間
The Return 第13章
10:00 シグナル／時空を超えた 10:00 BULL／ブル
10:20 予兆 散歩する侵略者 10:00 アニメプレミア
10:00 連続ドラマＷ
10:00 連続ドラマＷ
10:00 連続ドラマＷ
10:00 シグナル／時空を超えた
10 捜査線#3
ロボマスターズ episode1▽10:30 episode2
東野圭吾「片想い」 第一話
東野圭吾「片想い」 第一話
捜査線#4
法廷を操る男#2
最終話（終）
沈黙法廷 最終話（終）
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
11:00 BULL／ブル
11:00 エンパイア３
11:00 連続ドラマＷ
11:00 クリミナル・マインド12
11 FBI行動分析課#7
ホームズ＆ワトソン in NY#5
FBI行動分析課#8
託された秘密#5
The Return 第12章
法廷を操る男#3
～成功の代償#4
沈黙法廷 最終話（終）
0:00 リプレイスメント
0:00 クリミナル・マインド12 0:00 スキャンダル６
0:00 連続ドラマＷ 沈黙法廷 0:00 アベンジャーズ・スピンオフドラマ 0:00 アベンジャーズ・スピンオフドラマ 0:10 オペラのように恋したい 0:00 連続ドラマＷ
0 ～全てを奪う女～#1
FBI行動分析課#7
第一話
「エージェント・オブ
「エージェント・オブ 0:30 プロジェクト・
東野圭吾「片想い」 第一話
託された秘密#5
▽1:00 第二話
・シールド４」
・シールド４」
1:05 ロボマスターズ episode1 1:00 ツイン・ピークス
1:00 放送機器の点検・保守
1:00 連続ドラマＷ
ランウェイ15#1
1 1:35 連続ドラマＷ
▽2:00 第三話
#1
#10
のため、放送を休止い
1:30 アベンジャーズ・スピンオフドラマ
The Return 第12章
夢を与える#1
▽0:50 #2
▽0:45 #11
▽2:55 第四話
たします。
2:05 鋼の錬金術師 FULLMETAL
「エージェント・オブ・シールド４」 2:00 パーフェクト・ルーム
平成猿蟹合戦図#1
2 2:30 日本で一番悪い奴ら
▽1:40 #3
▽1:35 #12
ALCHEMIST#31
#17
〔R15＋指定〕
▽2:30 #4
▽2:25 #13
▽2:35 #32▽3:05 #33
▽2:20 #18
〔R15＋指定〕
3
▽3:30 #34▽3:55 #35
▽3:15 #5
▽3:15 #14
▽3:10 #19▽3:55 #20 3:45 裁かれるは善人のみ
3:50 速報！LPGA女子ゴルフツアー
4:00 シティ・オブ・

25（水）

4:50 セトウツミ

26（木）

4:20 鋼の錬金術師展を10倍楽しむ方法 1:00 放送機器の点検・保守のため、 4:00 ノンフィクションＷ 託されたアリラン 4:00 アベンジャーズ・

27（金）

28（土）

29（日）

30（月）

4:05 アベンジャーズ・

4:40 アベンジャーズ・

31（火）

4
4:35 ニューヨーク、
パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM
ローラ・パーマー最期の７日間
WHO I AM 国枝慎吾（日本／車いすテニス）
ふたがしら２
第四話
5:15 週刊Hollywood Express
5:20 掃苔のすすめ
ダニエル・ディアス（ブラジル／水泳）
（中止の場合あり）
愛を探して
5
▽5:00 タティアナ・マクファデン（アメリカ／陸上）
▽5:10 最終話（終）
5:45 邦楽BREAK
～お墓を巡る物語～#3
▽6:00 サフェト・アリバシッチ（ボスニア 6:00 IPC & WOWOW
6:10 中国歴史ドラマ
6:10 中国歴史ドラマ
6:10 中国歴史ドラマ
6:10 中国歴史ドラマ
6:10 中国歴史ドラマ
6 「項羽と劉邦 King's War」#8
「項羽と劉邦 King's War」#9
「項羽と劉邦 King's War」#10
・ヘルツェゴビナ／シッティングバレーボール）
パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM
「項羽と劉邦 King's War」#11
「項羽と劉邦 King's War」#12
7:00 韓国ホームドラマ
7:00 韓国ホームドラマ
7:00 韓国ホームドラマ
7:00 BBC Earth 2017 リラックス・
エリー・コール（オーストラリア／水泳） 7:00 韓国ホームドラマ
7:00 韓国ホームドラマ
7 「バラ色の恋人たち」#2
▽7:00 ザーラ・ネマティ（イラン／アーチェリー）
「バラ色の恋人たち」#3
「バラ色の恋人たち」#4
アニマルズ～魔法のカメラが映す素顔～#4
「バラ色の恋人たち」#5
「バラ色の恋人たち」#6
▽8:00 リカルディーニョ 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 シグナル／時空を超えた
8:15 韓国ホームドラマ
8 「あなたはひどいです」
「あなたはひどいです」
「あなたはひどいです」
捜査線#4
（ブラジル／ブラインドサッカー）
「あなたはひどいです」
「あなたはひどいです」
#5
#6
#7
9:00 エレメンタリー５
9:00 BULL／ブル
#8
#9
9 9:30 スター・ウォーズ 9:45 ハドソン川の奇跡 9:30 ハン・ソッキュ主演
9:30 アウトブレイク
9:30 ドラマＷ
ホームズ＆ワトソン in NY#6
法廷を操る男#4
10:00 連続ドラマＷ
「浪漫ドクター キム・サブ」 10:00 連続ドラマＷ
／フォースの覚醒
十月十日の進化論
10
#13
東野圭吾「片想い」 第一話
沈黙法廷 最終話（終）
▽10:45 #14
11:00 ノンフィクションＷ
11:15 土竜の唄 潜入捜査官
11 11:55 「連続ドラマＷ 石つぶて」ミニガイド 11:30 WOWOWイチオシ番組宣伝（鈴木達央ほか） 11:55 「連続ドラマＷ 石つぶて」ミニガイド
「ブルーノート」の逆襲
REIJI
11:45 斎藤工×板谷由夏 映画工房 11:45 ミュージアム
0:00 連続ドラマＷ
0:00 生中継！
0:00 グリーン・カード
0:00 森山中教習所
0:00 生中継！
0 平成猿蟹合戦図
LPGA女子ゴルフツアー
LPGA女子ゴルフツアー
#5
〈マレーシア〉
〈マレーシア〉
1 ▽1:00 #6（終）
サイム・ダービー
サイム・ダービー
1:50 「連続ドラマＷ 石つぶて」ミニガイド
1:30 メガヒット劇場
LPGAマレーシア
LPGAマレーシア
2:00 スキャンダル６
2:00 シグナル／時空を超えた
2:00 クリミナル・マインド12
土竜の唄 香港狂騒曲 2:00 プロジェクト・
2 託された秘密#5
第１日
第３日
FBI行動分析課#8
捜査線#4
ランウェイ15#1
3:00 韓国ホームドラマ「月桂樹洋服店
（終了時間変更の場合あり） 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
（終了時間変更の場合あり）
3 の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#48
の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#49
3:55 WOWOWイチオシ番組宣伝（鈴木達央ほか）
の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#50
の紳士たち～恋はオーダーメイド！～」#51
4:15 スピード・レーサー
4:15 エレメンタリー５
4:15 アカデミー賞への招待
4:00 三谷幸喜
4:15 Maiko ふたたびの白鳥 4:15 ファインディング・ニモ
4
ホームズ＆ワトソン in NY#5
4:30 ファンタスティック・
カールじいさんの
「東京サンシャイン
空飛ぶ家
5:15 ハンナ
ビーストと魔法使いの旅
ボーイズ『returns』」
5
5:30 アウトロー(2012)
6:00 トリプルＸ：再起動
6:00 ロスト・バケーション
6:00 三谷幸喜
6 6:45 アカデミー賞受賞！
6:50 「連続ドラマＷ 石つぶて」ミニガイド
〔PG12指定〕
「子供の事情」
7:00 メガヒットレジェンド
ウォルト・ディズニー 7:15 ラブライブ！
7 短編アニメーション傑作選
The School Idol Movie 7:30 ハン・ソッキュ主演
7:45 ジャック・リーチャー
ツイスター
8:00 平日夜は最新映画！
「浪漫ドクター キム・サブ」
8:00 平日夜は最新映画！
NEVER GO BACK
8 溺れるナイフ
#15
8:35 オペラのように恋したい
高慢と偏見とゾンビ
▽8:45 #16
9:00 平日夜は最新映画！
9:00 ツイン・ピークス
9:00 IPC & WOWOW
9
ぼくは明日、昨日のきみ
パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ 9:55 速報！LPGA女子ゴルフツアー
The Return 第14章
10:00 BULL／ブル
とデートする
10:00 シグナル／時空を超えた
10:00 アニメプレミア
10:00 連続ドラマＷ
WHO I AM ベアトリーチェ・ヴィオ 10:00 連続ドラマＷ
10 法廷を操る男#3
ロボマスターズ episode2▽10:30 episode3
▽10:00 メリッサ・ストックウェル
東野圭吾「片想い」 第二話
捜査線#5
東野圭吾「片想い」 第二話
11:00 スキャンダル６
11:00 エレメンタリー５
11:00 スタンドオフ(2016) 11:00 クリミナル・マインド12
11:00 ツイン・ピークス
11:00 BULL／ブル
11:00 エンパイア３
11 託された秘密#6
ホームズ＆ワトソン in NY#6
FBI行動分析課#9
The Return 第13章
法廷を操る男#4
～成功の代償#5
0:00 クリミナル・マインド12 0:00 スキャンダル６
0:00 無料でWOWOW！
0:05 連続ドラマＷ 夢を与える 0:00 福田雄一×井上芳雄「グリーン＆ブラックス」#7 0:00 週刊Hollywood Express
0 FBI行動分析課#8
#1
0:45 嫌われ松子の一生
0:35 ロード・オブ・ウォー 0:30 プロジェクト・
プロジェクト・ランウェイ15#1
託された秘密#6
▽1:05 #2
1:00 ツイン・ピークス
1:00 メカニック：
〔R-15指定〕
1:00 パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ
〔PG-12指定〕
ランウェイ15#2
1 The Return 第13章
▽2:00 #3
（中止の場合あり）
（中止の場合あり）
1:30 連続ドラマＷ
WHO I AM ベアトリーチェ・ヴィオ
ワールドミッション
▽2:55 #4（終）
2:05 鋼の錬金術師 FULLMETAL
2:00 連続ドラマＷ
ふたがしら２
2 ALCHEMIST#36
第壱話
2:45 デューン／砂の惑星
2:55 鋼の錬金術師展を10倍楽しむ方法（中止あり）
５人のジュンコ 第１話
▽2:35 #37▽3:05 #38
▽2:25 第弐話
3:00 銘酒誕生物語
3:30 ツイン・ピークス
3:30 パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ
3 ▽3:35 #39▽4:05 #40
▽3:20 第参話
名古屋・京都の清酒蔵を訪ねて
3:50 速報！LPGA女子ゴルフツアー
ローラ・パーマー最期の７日間（中止あり）
WHO I AM マールー・ファン・ライン（オランダ／陸上）
3:45 裁かれるは善人のみ

4:05 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST#40 2:45 デューン／砂の惑星

4:00 IPC & WOWOW

3:30 ツイン・ピークス

4:25 パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ 4:15 連続ドラマＷ

と つ き と お か

●［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 9 月 4 日現在の情報です。

