２０１８ 年 1 月 月 間 番 組 表
1（月）

2（火）

9（火）

10（水）

3（水）

1日（月）～16日（火）

4（木）

5（金）

12（金）

13（土）

選りすぐりの番組が集まる
WOWOW のメインチャンネル

6（土）

7（日）

14（日）

15（月）

8（月）

4 「ノーベル～戦火の陰謀～」 真夜中の救命医
「埋もれる殺意」
「片想い」最終話（終）
殺人分析班 最終話（終）
殺人分析班 最終話（終）
真夜中の救命医
～ジャック・マイヨール、蒼く深い海へ
～39年目の真実～
#5
#11
#4
5:00 ミス・ポター
5:00 連続ドラマＷ
5:00 X-MEN：アポカリプス 5:00 プロジェクト・
5 ▽5:20 #5
▽5:15 #6
▽5:15 #12
#1
撃てない警官
ランウェイ15#10
▽4:50 #2
▽6:10 #6
▽6:00 #13（終）
第１話
6:00 ターザン：REBORN
6:10 中国歴史ドラマ
6 ▽7:00 #7
▽5:40 #3
▽5:55 第２話
6:45 ノンフィクションＷ ハリウッドを救った
6:40 邦楽BREAK
「項羽と劉邦 King's War」#54
▽8:00 #8（終）
▽6:30 #4
▽6:45 第３話
歌声～史上最強のゴーストシンガーと呼ばれた女～
7:00 消されたヘッドライン
7:00 韓国ホームドラマ
7
▽7:20 #5
▽7:35 第４話
7:30 トリプルＸ：再起動
7:30 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#6（終）
「バラ色の恋人たち」#48
▽8:10 #6（終）
▽8:25 最終話（終）
8:00 怪盗グルーの月泥棒
8:00 SEVENTEENのある
8:15 韓国ホームドラマ
8 8:50 邦楽BREAK
素敵な日 in JAPAN#7
「適齢期惑々ロマンス
9:00 アーロと少年
9:00 最新映画情報 週刊Hollywood 9:15 斎藤工×板谷由夏 映画工房 9:15 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#5 9:00 BULL／ブル
～お父さんが変!?～」#1
9
Express 拡大版スペシャル 9:30 カイ(EXO)主演
9:45 怪盗グルーのミニオン 9:30 インデペンデンス・デイ
9:45 NBAバスケットボール
9:45 斎藤工×板谷由夏 映画工房
法廷を操る男#13
：リサージェンス
10:00 ドクター・ストレンジ
「アンダンテ～恋する速度～」
スーパーサタデーLIVE！ 10:00 キング・コング［特別版］ 10:00 レゴバットマン
危機一発
10 10:45 ファインディング・ニモ
#9
ラプターズvsバックス
（2005）
ザ・ムービー
▽10:40 #10
（終了時間変更の場合あり）
11
11:30 ミニオンズ
11:45 「連続ドラマＷ 監査役 野崎修平」ガイド
11:50 マーガレット・サッチャー
0:00 NBAバスケットボール 0:00 NBAバスケットボール
鉄の女の涙
0:00 ニューイヤーズ・イブ
0 0:35 ファインディング・ドリー
トレイルブレイザーズvs
スパーズvs
セブンティシクサーズ
1:20 邦楽BREAK
キャバリアーズ
1
（終了時間変更の場合あり）
（終了時間変更の場合あり） 1:40 探偵ミタライの事件簿 1:30 斎藤工×板谷由夏 映画工房 1:30 メガヒット劇場
1:30 日本最大の落語フェス
2:25 ズートピア
「博多・天神落語まつり」
2:00 orange－オレンジ－
星籠の海
キングコング：髑髏島 2:00 最新映画情報 週刊Hollywood
2
の巨神
2017
Express 拡大版スペシャル
〔PG12指定〕
其の壱
3:00 マンマ・ミーア！
3
3:30 斎藤工×板谷由夏 映画工房 3:30 パッセンジャー(2016) 3:30 NBAバスケットボール
3:35 ドラゴンボールＺ
4:00 ノンフィクションＷ 宮里藍、
サンダーvsクリッパーズ
復活の「Ｆ」
4 4:30 ローグ・ワン／スター・
いま本人が語る！“ゴルフ人生”
（終了時間変更の場合あり） 4:30 超特急 Music Video Collection
ウォーズ・ストーリー
5:00 陽気にチーズ！チーズ！チーズ！#2
5:00 生中継！
5:20 プロジェクトＡ
5:00 ノッティングヒルの恋人
5
5:30 はじめての談志×これからの談志 2018 5:30 三谷幸喜
5:30 劇場版 艦これ
超特急 BULLET TRAIN
其の壱「妲己のお百」「狸賽」
「ホロヴィッツとの対話」
ARENA TOUR 2017-2018
6
渡辺謙×段田安則×
the end for beginning
6:45 はじめての談志×これからの談志 2018
7:00 髙橋真梨子
其の弐「付き馬」
和久井映見×高泉淳子 7:15 斎藤工×板谷由夏 映画工房 7:00 「連続ドラマＷ 監査役 野崎修平」ガイド
（終了時間変更の場合あり） 7:10 プロジェクトＡ２
7:20 さらば あぶない刑事
7 コンサート2017 7:30 松任谷由実「宇宙図書館」
7:45 ファンタスティック・ 7:30 カイ(EXO)主演
史上最大の標的
-PRELUDE～解体新書～
8:00 桑田佳祐 LIVE
ビーストと魔法使いの旅
「アンダンテ～恋する速度～」
8
#11
8:30 松任谷由実コンサートツアー
8:30 １月は第60回グラミー賞授賞式！洋楽重大ニュース
TOUR 2017
▽8:40 #12
「がらくた」
9:00 柴咲コウ
宇宙図書館 2016-2017
9:00 恋妻家宮本
9:00 疾風ロンド
9 「柴咲 神宮」
9:50 「連続ドラマＷ 春が来た」ガイド
9:30 星野源
～平安神宮 月夜の宴～
～ライブセレクション～
10:00 MAMORU MIYANO 10:00 超特急 Music Video Collection
10 10:30 １月は第60回グラミー賞授賞式！洋楽重大ニュース
LIVE TOUR 2017 ～LOVING!～ 10:30 伊藤潤二『コレクション』[R15＋指定相当版]#1
11:00 ノンストップ・スリラー 11:00 ノンストップ・スリラー 11:00 ノンストップ・スリラー 11:00 連続ドラマＷ 東野圭吾 11:00 プリズン・ブレイク
11:00 BULL／ブル
11:00 エンパイア３
11:00 サロゲート
11 「暴走地区―ZOO―」
「暴走地区―ZOO―」
「暴走地区―ZOO―」
「片想い」
シーズン２
法廷を操る男#13
～成功の代償#14
シーズン３
シーズン３
シーズン３
第一話
#1
0:00 連続ドラマＷ 石の繭
0:00 連続ドラマＷ
0 #5▽11:50 #6
#8▽11:50 #9
#11▽11:50 #12
▽0:00 第二話
▽11:45 #2
殺人分析班
水晶の鼓動 殺人分析班 0:30 プロジェクト・
▽0:40 #7
▽0:40 #10
▽0:40 #13（終）
▽1:00 第三話
▽0:30 #3
第一話
第一話
ランウェイ15#11
1 1:30 ナイトシフト３
▽2:00 第四話
▽1:15 #4
▽1:00 第二話
▽1:00 第二話
1:30 ナイトシフト３
1:30 バーフバリ 伝説誕生
1:30 SEVENTEENのある
▽3:00 第五話
▽2:00 #5
▽2:00 第三話
▽2:00 第三話
〔R15＋指定〕
真夜中の救命医
真夜中の救命医
素敵な日 in JAPAN#7
2 #1
▽4:00 最終話（終）
▽2:45 #6
▽3:00 第四話
▽3:00 第四話
#7
2:30 日本で一番悪い奴ら
▽4:00 最終話（終）
▽4:00 最終話（終）
▽2:15 #2
▽2:15 #8
3:30 ノンフィクションＷ ドルフィン・マン
〔R15＋指定〕
3 ▽3:00 #3▽3:45 #4
▽3:00 #9▽3:45 #10
～ジャック・マイヨール、蒼く深い海へ
4:30 北欧ポリティカルスリラー 4:30 ナイトシフト３

4:30 ナイトシフト３

11（木）

4:00 英国クライムサスペンス 4:00 連続ドラマＷ 東野圭吾 3:30 ノンフィクションＷ ドルフィン・マン 4:00 連続ドラマＷ 石の繭 4:00 連続ドラマＷ 水晶の鼓動

16（火）

4 (ア・フィルム・アバウト 贖罪の奏鳴曲
#9▽4:30 #10（終）
のため、放送を休止いた
〔R15＋指定相当〕
この街の命に
第３話
5:00 カンヌ 伝説が生まれる街
5:00 黒執事 Book of Murder
・コーヒー)
します。
5
▽5:10 最終話（終）
5:55 斎藤工×板谷由夏 映画工房
上巻
▽6:00 下巻
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
6:00 BBC Earth イエローストーン#1
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」#55
「項羽と劉邦 King's War」#56
「項羽と劉邦 King's War」#57
「項羽と劉邦 King's War」#58 6:55 まほろ駅前狂騒曲
「項羽と劉邦 King's War」#59
「項羽と劉邦 King's War」#60
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 韓国ホームドラマ「バラ色の
7:15 週刊Hollywood Express 7:00 連続ドラマＷ グーグーだって猫で 7:00 連続ドラマＷ グーグーだって猫で
7 「バラ色の恋人たち」#49
「バラ色の恋人たち」#50
「バラ色の恋人たち」#51
恋人たち」 最終話（終）
7:45 斎藤工×板谷由夏 映画工房
ある２ -good good the fortune cat- 第１話
ある２ -good good the fortune cat- 第２話
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 SEVENTEENのある
8:15 第60回グラミー賞授賞式 ノミネーション情報 8:15 韓国ホームドラマ
8 「適齢期惑々ロマンス
素敵な日 in JAPAN#8（終） 8:30 全豪オープンテニス
「適齢期惑々ロマンス
「適齢期惑々ロマンス
「適齢期惑々ロマンス
「適齢期惑々ロマンス
～お父さんが変!?～」#2
～お父さんが変!?～」#3
～お父さんが変!?～」#4
～お父さんが変!?～」#5 9:00 エレメンタリー５
9:00 BULL／ブル
～お父さんが変!?～」#6
第１日デイセッション
9 9:30 プリズン・ブレイク 9:30 プリズン・ブレイク 9:30 プリズン・ブレイク 9:30 カイ(EXO)主演
男女シングルス１回戦 9:30 プリズン・ブレイク
ホームズ＆ワトソン in NY#16
法廷を操る男#14
10:00 新宿スワン
「アンダンテ～恋する速度～」 10:00 101
シーズン１#13
シーズン１#14
シーズン１#15
シーズン１#16
10 10:30 新米刑事モース
10:30 新米刑事モース
10:30 刑事モース
10:30 エラゴン 遺志を継ぐ者
#11
〔PG12指定〕
▽10:40 #12
～オックスフォード事件簿～
～オックスフォード事件簿～
～オックスフォード事件簿～
11 Case 10
Case 12
Case 14
11:50 「連続ドラマＷ 春が来た」ガイド
▽0:15 Case 11
▽0:15 Case 13
▽0:15 Case 15
0:15 メカニック：ワールド
0:00 ブレイブハート
0:00 102
0 （変更の場合あり）
0:30 メガヒット劇場
ミッション
（変更の場合あり）
（変更の場合あり）
1:00 全豪オープンテニス
新宿スワン
1
第１日デイセッション
男女シングルス１回戦 2:00 クリミナル・マインド12
2:00 クリミナル・マインド12 2:00 スキャンダル６ 託された 2:00 エレメンタリー５ ホームズ＆
2:00 WOWOWプレミア
2 FBI行動分析課#17
秘密#15（中止の場合あり）
ワトソン in NY#15（中止の場合あり）
2:55 人気声優が読む♪WOWOWイチオシ番組宣伝
（終了時間変更の場合あり）
FBI行動分析課#18
刑事モース
3:00 韓国ホームドラマ
3:00 韓国ホームドラマ「あなたは 3:00 韓国ホームドラマ「あなたは 3:00 韓国ホームドラマ
3:00 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#6
～オックスフォード事件簿～ 3:00 全豪オープンテニス
3 「あなたはひどいです」#37 ひどいです」#38（変更の場合あり） ひどいです」#39（変更の場合あり） 「あなたはひどいです」#40 Case 16
3:30 NBAバスケットボール
開幕直前スペシャル！
▽3:45 Case 17
4:15 幸せになるための27の 4:15 ９か月
4:15 そんな彼なら捨てちゃえ 4:15 フォーン・ブース
4:00 東方神起再始動！
ロケッツvsクリッパーズ
4 ドレス
ば？
WOWOWスペシャル～後編～ 4:45 プロジェクト・
（終了時間変更の場合あり）
5:00 劇場版ムーミン
ランウェイ15#11
5
5:40 アカデミー賞への招待 5:40 斎藤工×板谷由夏 映画工房
パペット・アニメーション 5:45 スティーブ・ジョブズ
～ムーミン谷の夏まつり～
6:15 ザ・コンサルタント
6:00 ノンフィクションＷ デヴィッド・
(2015)
マーガレット・サッチャー 6:00 アラビアの女王
6 （中止の場合あり）
ボウイの愛した京都（中止の場合あり） 6:30 エアフォース・ワン
6:30 劇場版
鉄の女の涙
愛と宿命の日々
7:10 超絶NBAダイジェスト！#1（中止の場合あり）
ムーミン谷の彗星
7:00 ハドソン川の奇跡
（中止の場合あり）
7
7:30 平日夜は最新映画！
パペット・アニメーション
7:30 カイ(EXO)主演
「アンダンテ～恋する速度～」 8:15 邦楽BREAK
8:00 劇場版 黒執事
8:00 エキサイトマッチ
スノーデン
8 8:30 平日夜は最新映画！
〔PG12指定〕
8:45 平日夜は最新映画！
#13
8:30 東方神起再始動！WOWOWスペシャル～前編～
Book of the Atlantic
～世界プロボクシング 8:45 超絶NBAダイジェスト！#2
▽8:40 #14
（中止の場合あり）
不屈の男 アンブロークン
9:00 東方神起再始動！
IBF世界L・ヘビー級王座決定戦 9:00 平日夜は最新映画！
キングコング：髑髏島
9 〔PG12指定〕
の巨神
9:50 「連続ドラマＷ 春が来た」ガイド
アルツール・ベテルビエフvsエンリコ・コーリング
WOWOWスペシャル～後編～ 9:50 「連続ドラマＷ 監査役 野崎修平」ガイド
白い闇の女
〔PG12指定〕
（中止の場合あり）
〔PG12指定〕
10:00 BULL／ブル
10:00 連続ドラマＷ 春が来た
10:00 伊藤潤二『コレクション』 10:00 連続ドラマＷ 春が来た 10:00 連続ドラマＷ
10
[R15＋指定相当版]#1▽10:30 #2
（中止の場合あり）
監査役 野崎修平 第一話
法廷を操る男#13
１話
１話
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 連続ドラマＷ
11:00 クリミナル・マインド12
11:00 プリズン・ブレイク
11:00 BULL／ブル 法廷を操る男#14 11:00 エンパイア３
11 FBI行動分析課#18
託された秘密#16（終）
ホームズ＆ワトソン in NY#16
監査役 野崎修平 第一話
FBI行動分析課#19
11:55 人気声優が読む♪WOWOWイチオシ番組宣伝
～成功の代償#15
シーズン２
#7
0:00 39 刑法第三十九条 0:00 クリミナル・マインド12 0:00 スキャンダル６
0:00 黒執事 Book of Circus 0:00 ローグ・ワン／スター・ 0:00 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#6 0:00 連続ドラマＷ
0
▽11:50 #8
FBI行動分析課#18
託された秘密#16（終）
#1
ウォーズ・ストーリー 0:30 プロジェクト・
監査役 野崎修平 第一話
▽0:40 #9
▽0:30 #2
1:00 二重生活(2016)
1:00 東方神起再始動！WOWOWスペシャル～前編～
1:05 連続ドラマＷ 春が来た
ランウェイ15#12
1
▽1:30 #10
▽1:00 #3
1:30 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#6
1:30 SEVENTEENのある
１話
〔R15＋指定〕
▽2:20 #11
▽1:30 #4
2:20 連続ドラマＷ 贖罪の奏鳴曲
2:00 放送機器の点検・保守
素敵な日 in JAPAN#8（終） 2:00 伊藤潤二『コレクション』[R15＋指定相当版]#1
2 第１話
▽3:10 #12
▽2:00 #5
のため、放送を休止いた
2:30 ジムノペディに乱れる 2:30 牝猫たち［R15＋指定版］ 2:30 ANTIPORNO アンチ
▽2:30 #6
▽3:20 第２話▽4:15 第３話 3:15 ダニエラ 17歳の本能
します。
〔R15＋指定〕
ポルノ［R15＋指定版］
［R15＋指定版］
3 ▽5:10 最終話（終）
▽3:00 #7▽3:30 #8
〔R15＋指定〕
〔R15＋指定〕
〔R15＋指定相当〕
4:50 A Film About Coffee 4:15 連続ドラマＷ

3:15 ダニエラ 17歳の本能

2:00 放送機器の点検・保守 4:00 ツイスター

4:00 黒執事 Book of Circus 4:00 ドラマＷ

4:00 脳内ポイズンベリー

●［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 12 月 4 日現在の情報です。

２０１８ 年 1 月 月 間 番 組 表
17（水）

18（木）

19（金）

17日（水）～31日（水）

20（土）

21（日）

選りすぐりの番組が集まる
WOWOW のメインチャンネル

22（月）

23（火）

24（水）

4
「カッコウの卵は誰のもの」
4:50 邦楽BREAK
奇妙なこどもたち
十月十日の進化論
第８章
第12章
▽5:20 第13章
最終話（終）
5:15 東方神起再始動！
5
WOWOWスペシャル～後編～ 5:35 ポカホンタス
5:30 週刊Hollywood Express
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
6:00 BBC Earth イエローストーン
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」#61
「項羽と劉邦 King's War」#62
「項羽と劉邦 King's War」#63
～七色の泉と白い雪解け～#2
「項羽と劉邦 King's War」#64
「項羽と劉邦 King's War」#65
「項羽と劉邦 King's War」#66
7:00 連続ドラマＷ グーグーだって猫で 7:00 連続ドラマＷ グーグーだって猫で 7:00 連続ドラマＷ グーグーだって猫である２ 7:00 エレメンタリー５
7:00 ドラマＷ
7:00 カイ(EXO)主演「アンダンテ 7:00 カイ(EXO)主演「アンダンテ 7:00 カイ(EXO)主演「アンダンテ
7 ある２ -good good the fortune cat- 第３話 ある２ -good good the fortune cat- 第４話 -good good the fortune cat- 最終話（終） ホームズ＆ワトソン in NY#17
～恋する速度～」#1
～恋する速度～」#2
～恋する速度～」#3
稲垣家の喪主
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 連続ドラマＷ 春が来た
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 「適齢期惑々ロマンス
「適齢期惑々ロマンス
「適齢期惑々ロマンス
１話
「適齢期惑々ロマンス
「適齢期惑々ロマンス
「適齢期惑々ロマンス
～お父さんが変!?～」#7
～お父さんが変!?～」#8
～お父さんが変!?～」#9 9:25 開幕直前！「シックス・ネーションズ」ガイド 9:00 BULL／ブル
～お父さんが変!?～」#10
～お父さんが変!?～」#11
～お父さんが変!?～」#12
9 9:30 プリズン・ブレイク 9:30 プリズン・ブレイク 9:30 カイ(EXO)主演
9:45 NBAバスケットボール
9:30 プリズン・ブレイク
9:30 プリズン・ブレイク
9:30 プリズン・ブレイク
法廷を操る男#15
「アンダンテ～恋する速度～」
スーパーサタデーLIVE！ 10:00 連続ドラマＷ
シーズン１#17
シーズン１#18
シーズン１#19
シーズン１#20
シーズン１#21
10 10:30 特捜部Ｑ
#13
ウィザーズvsピストンズ
監査役 野崎修平 第一話 10:30 エレメンタリー５
10:20 カノジョは嘘を愛しすぎ
10:30 ジェーン
10:30 陽だまりの彼女
▽10:40 #14
てる
（終了時間変更の場合あり） 11:00 メガヒット劇場
ホームズ＆ワトソン in NY#17
Ｐからのメッセージ
〔PG12指定〕
11 〔PG12指定〕
11:50 「連続ドラマＷ 春が来た」ガイド
11:45 ホットロード
ひるなかの流星
0:00 NBAバスケットボール
0:10 ツーリスト
0 0:30 ハイジャック・ゲーム 0:30 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#6
マジックvsキャバリアーズ
0:40 邦楽BREAK
1:00 NBAバスケットボール
（終了時間変更の場合あり）
1:00 LPGA女子ゴルフツアー
1:00 ノンフィクションＷ カメラを持った
1
ピストンズvsラプターズ
2018シーズン開幕スペシャル！
ミューズ～インド映画撮影監督・中原圭子～
1:30 怪盗グルーの月泥棒
2:00 スキャンダル６
（終了時間変更の場合あり）
2:00 COUNTDOWN JAPAN 17/18 速報！ 2:00 プロジェクト・
2:00 クリミナル・マインド12 2:00 ナイトシフト４ 真夜中の
2 託された秘密#16（終）
FBI行動分析課#19
救命医 ザ・ファイナル#1
2:40 番組未定
ランウェイ15#12
3:00 韓国ホームドラマ
3:10 怪盗グルーのミニオン
3:00 韓国ホームドラマ
3:00 韓国ホームドラマ
3:00 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#6
3 「あなたはひどいです」#41
危機一発
「あなたはひどいです」#42
「あなたはひどいです」#43 3:30 NBAバスケットボール
3:30 アカデミー賞への招待
3:55 生中継！
4:15 陽気にチーズ！チーズ！チーズ！#1
レミーのおいしいレストラン
東方神起 LIVE TOUR 2017 4:15 パニック・ルーム
4:15 エアベンダー
ニックスvsウォリアーズ
4 4:45 超絶NBAダイジェスト！#2 4:30 エレメンタリー５
4:50 ミニオンズ
～Begin Again～
（終了時間変更の場合あり）
in 京セラドーム大阪
5:00 新宿スワン
ホームズ＆ワトソン in NY#16
5 〔PG12指定〕
5:30 I AM YOUR FATHER 5:30 EXO PLANET #3～放送直前スペシャル～
（終了時間変更の場合あり）
／アイ・アム・ユア・ 6:00 EXO PLANET #3
6:15 平日夜は最新映画！
6:00 タイタンの戦い
6
ファーザー
- The EXO'rDIUM in 6:30 COUNTDOWN JAPAN 17/18 速報！
いきなり先生になった
(2010)
JAPAN
ボクが彼女に恋をした
7:00 V6 LIVE TOUR 2015
7:00 永明 BATON Special
7:00 COUNTDOWN JAPAN 17/18 速報！
7 7:30 平日夜は最新映画！
7:30 カイ(EXO)主演
7:40 「連続ドラマＷ 春が来た」ガイド
-SINCE 1995～
Acoustic Live 2017
FOREVER「アンダンテ～恋する速度～」 8:15 永明
8:00 エキサイトマッチ
8:00 COUNTDOWN JAPAN 17/18 速報！ 8:00 平日夜は最新映画！
新宿スワン
8
#15
コンサートツアー 2017 8:30 １月は第60回グラミー賞授賞式！洋楽重大ニュース
スウィート17モンスター
8:30 V6 LIVE TOUR 2017
～世界プロボクシング 8:45 斎藤工×板谷由夏 映画工房
▽8:40 #16（終）
The ONES 放送直前スペシャル
BATON
9:00 ノンフィクションＷ
WBO世界S・ウェルター級タイトルマッチ 9:00 平日夜は最新映画！
〔PG12指定〕
9
9:30 V6 LIVE TOUR 2017 9:50 「連続ドラマＷ 春が来た」ガイド
エレファントカシマシ、宮本浩次
ミゲール・コットvsサダム・アリ
ひるなかの流星
The ONES
10:00 BULL／ブル 法廷を操る男#14
10:00 伊藤潤二『コレクション』 10:00 連続ドラマＷ 春が来た 10:00 連続ドラマＷ
10:00 連続ドラマＷ 春が来た
10:00 BULL／ブル
10 10:55 人気声優が読む♪WOWOWイチオシ番組宣伝
[R15＋指定相当版]#2▽10:30 #3
監査役 野崎修平 第二話
２話
２話
法廷を操る男#15
11:00 ナイトシフト４ 真夜中の 11:00 エレメンタリー５
11:00 プリズン・ブレイク
11:00 BULL／ブル
11:00 エンパイア３～成功の代償#16 11:00 連続ドラマＷ
11:00 クリミナル・マインド12 11:00 ナイトシフト４ 真夜中の
11 救命医 ザ・ファイナル#1 ホームズ＆ワトソン in NY#17
11:50 開幕直前！「シックス・ネーションズ」ガイド
監査役 野崎修平 第二話
FBI行動分析課#20
救命医 ザ・ファイナル#2
シーズン２
法廷を操る男#15
#13
0:00 クリミナル・マインド12 0:00 ナイトシフト４ 真夜中の
0:00 連続ドラマＷ 東野圭吾 0:00 ストレイト・アウタ・ 0:00 福田雄一×井上芳雄「グリーン＆ブラックス」#9 0:00 ナイトシフト４ 真夜中の 0:00 クリミナル・マインド12
0 FBI行動分析課#19
▽11:50 #14
救命医 ザ・ファイナル#1
「カッコウの卵は誰のもの」
コンプトン
0:30 プロジェクト・
救命医 ザ・ファイナル#1
FBI行動分析課#20
▽0:40 #15
〔Ｒ15＋指定〕
1:00 ツイン・ピークス
1:00 ツイン・ピークス
第一話
1:00 北欧サスペンス「犯罪心理分析官 1:00 ツイン・ピークス
ランウェイ15#13
1 序章
▽1:30 #16
▽0:55 第二話
1:20 ツイン・ピークス
インゲル・ヴィーク」 殺しの法則 第１話
第１章
第14章
▽2:20 #17
▽1:50 第三話
▽1:50 第２章
▽1:50 第15章
2:00 ツイン・ピークス
第５章
2 2:40 ホワイトリリー
▽2:45 第四話
▽2:40 第16章
▽2:10 第６章
2:40 風に濡れた女
2:30 エルム街の悪夢
第９章
▽3:40 第五話
▽3:00 第７章
▽3:30 第17章
▽2:50 第10章▽3:40 第11章
［R15＋指定版］
［R15＋指定版］
3:10 ツイン・ピークス
(1984)
3 〔R15＋指定〕
▽3:50 第８章
▽4:30 第12章▽5:20 第13章
▽4:20 第18章▽5:10 第19章
〔R15＋指定〕
第３章
4:00 美味しんぼ

25（木）

4:10 あん

26（金）

4:00 ミス・ペレグリンと

27（土）

4:00 ツイン・ピークス 第４章 4:35 連続ドラマＷ 東野圭吾 4:10 ドラマＷ

28（日）

29（月）

30（火）

3:50 ツイン・ピークス

4:30 ツイン・ピークス

31（水）

4 第18章
4:50 開幕直前！「シックス・ネーションズ」ガイド 4:50 洋楽BREAK
第20節
第21章
第27章
第28章
▽5:10 第19章
▽4:50 第22章
▽5:05 第29章（終）
5:00 生中継！LPGA女子ゴルフ 5:00 生中継！LPGA女子ゴルフ
5
5:40 「連続ドラマＷ 監査役 野崎修平」ガイド 5:40 邦楽BREAK
ツアー〈バハマ〉 開幕戦！
ツアー〈バハマ〉 開幕戦！ 5:45 週刊Hollywood Express
6:10 中国歴史ドラマ
6:10 中国歴史ドラマ
6:00 BBC Earth イエローストーン
6:10 中国歴史ドラマ
ピュア・シルク バハマ
ピュア・シルク バハマ 6:10 中国歴史ドラマ
6 「項羽と劉邦 King's War」#67
「項羽と劉邦 King's War」#68
～七色の泉と白い雪解け～#3（終）
LPGAクラシック 第３日
LPGAクラシック 最終日
「項羽と劉邦 King's War」#69
「項羽と劉邦 King's War」#70
7:00 カイ(EXO)主演「アンダンテ 7:00 カイ(EXO)主演「アンダンテ 7:00 エレメンタリー５
（終了時間変更の場合あり）
（終了時間変更の場合あり） 7:00 カイ(EXO)主演「アンダンテ 7:00 カイ(EXO)主演「アンダンテ
7 ～恋する速度～」#4
～恋する速度～」#5
ホームズ＆ワトソン in NY#18 7:30 リロ＆スティッチ
～恋する速度～」#6
～恋する速度～」#7
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8:00 連続ドラマＷ 春が来た
8:00 １月は第60回グラミー賞授賞式！洋楽重大ニュース 8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8 「適齢期惑々ロマンス
8:30 生中継！
「適齢期惑々ロマンス
２話
「適齢期惑々ロマンス
「適齢期惑々ロマンス
～お父さんが変!?～」#13
～お父さんが変!?～」#14 9:15 NBAバスケットボール 9:00 BULL／ブル
第60回グラミー賞授賞式
～お父さんが変!?～」#15
～お父さんが変!?～」#16
9 9:30 プリズン・ブレイク 9:30 カイ(EXO)主演
9:30 プリズン・ブレイク
スーパーサタデーLIVE！
（終了時間変更の場合あり） 9:30 プリズン・ブレイク
法廷を操る男#16
「アンダンテ～恋する速度～」
ペイサーズvsキャバリアーズ 10:00 連続ドラマＷ
シーズン２#2
シーズン１#22（終）
シーズン２#1
10 10:30 ファンタスティック・
10:30 北欧サスペンス「犯罪心理 10:30 北欧サスペンス「犯罪心理
#15
（終了時間変更の場合あり）
監査役 野崎修平 第二話
▽10:40 #16（終）
ビーストと魔法使いの旅
11:00 トロールズ
分析官インゲル・ヴィーク」
分析官インゲル・ヴィーク」
11
11:50 斎藤工×板谷由夏 映画工房
殺しの法則 第１話
殺しの法則 第５話
▽11:20 殺しの法則 第２話
▽11:20 殺しの法則 第６話
0:10 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#6
0
▽0:10 殺しの法則 第３話
▽0:10 殺しの法則 第７話
0:45 速報！LPGA女子ゴルフツアー
0:45 メガヒット劇場
▽1:00 殺しの法則 第４話
▽1:00 殺しの法則
1:00 ノンフィクションＷ シャルルの 1:00 NBAバスケットボール 1:00 オケ老人！
チア☆ダン ～女子高生が
1 幻想の島～日本の祝祭とフランス人写真家～ ウィザーズvsサンダー
チアダンスで全米制覇し

第８話（終）
（中止の場合あり）
2:00 エレメンタリー５
2:00 クリミナル・マインド12 2:00 ナイトシフト４ 真夜中の
（終了時間変更の場合あり）
ちゃったホントの話～ 2:00 プロジェクト・
2 ホームズ＆ワトソン in NY#17
FBI行動分析課#20
救命医 ザ・ファイナル#2
ランウェイ15#13
3:00 NBAバスケットボール
3:00 韓国ホームドラマ
3:00 韓国ホームドラマ
3:10 フィレンツェ、
3:00 １月は第60回グラミー賞授賞式！洋楽重大ニュース 3:00 韓国ホームドラマ
3 ティンバーウルブズvs
3:30 デヴィッド・ギルモア
「あなたはひどいです」#44
「あなたはひどいです」#45
「あなたはひどいです」#46
メディチ家の至宝
トレイルブレイザーズ
ウフィツィ美術館
4:15 タイムマシン
4:15 ミッション：８ミニッツ
ライブ・アット・ポンペイ 4:15 サロゲート
4 （終了時間変更の場合あり） 4:30 アカデミー賞への招待
（中止の場合あり）
4:30 ジェフ・ベック
ライブ・アット・ザ・ハリウッド・
ジュラシック・パーク 5:00 生中継！
5
和楽器バンド 大新年会2018
ボウル ～ 50周年記念コンサート ～ 5:45 映画 暗殺教室
6:00 ダ・ヴィンチ・コード 6:00 ノンフィクションＷ 「ブルーノート」の逆襲
横浜アリーナ ～明日への 6:15 第60回グラミー賞授賞式 ノミネーション情報
6 6:30 鉄拳 Kazuya's
［エクステンデッド版］ 6:45 エディ・レッドメイン主演
6:45 週刊Hollywood Express
航海～
6:30 生中継！
「愛の記憶はさえずりと
7:15 速報！LPGA女子ゴルフツアー
（終了時間変更の場合あり）
Revenge
Dragon Ash 20周年
7
ともに」
7:30 パク・ソジュン主演
“Dragonash Live Tour 7:45 暗殺教室 卒業編
前編
8:00 平日夜は最新映画！
8:00 グラミー賞授賞式
MAJESTIC Final”
「サム、マイウェイ
8 バッド・バディ！
▽8:30 後編
～恋の一発逆転！～」
（終了時間変更の場合あり）
60周年スペシャル
#1▽8:40 #2
私とカレの暗殺デート
9:00 平日夜は最新映画！
9 9:45 超絶NBAダイジェスト！#3 9:50 「連続ドラマＷ 春が来た」ガイド 9:45 第60回グラミー賞授賞式 ノミネーション情報 9:30 週刊Hollywood Express 9:55 速報！LPGA女子ゴルフツアー ナイスガイズ！
〔PG12指定〕
10:00 LPGA女子ゴルフツアー 10:00 伊藤潤二『コレクション』 10:00 連続ドラマＷ 春が来た 10:00 連続ドラマＷ
10:00 BULL／ブル
10:00 連続ドラマＷ 春が来た
10 2018シーズン開幕スペシャル！ [R15＋指定相当版]#3▽10:30 #4
監査役 野崎修平 第三話
法廷を操る男#16
３話
３話
11:00 エレメンタリー５
11:00 クリミナル・マインド12 11:00 ナイトシフト４ 真夜中の
11:00 プリズン・ブレイク
11:00 BULL／ブル 法廷を操る男#16 11:00 エンパイア３
11:00 連続ドラマＷ
11 ホームズ＆ワトソン in NY#18
FBI行動分析課#21
救命医 ザ・ファイナル#3
11:55 人気声優が読む♪WOWOWイチオシ番組宣伝
監査役 野崎修平 第三話
シーズン２
～成功の代償#17
#18
0:00 ナイトシフト４ 真夜中の
0:00 福田雄一×井上芳雄「グリーン＆ブラックス」#10 0:00 連続ドラマＷ
0:00 陽気にチーズ！チーズ！チーズ！#4 0:00 コートダジュールNo.10#1 0:00 クリミナル・マインド12
0 救命医 ザ・ファイナル#2
▽11:50 #19
0:30 連続ドラマＷ 夢を与える
0:30 ネオン・デーモン
0:30 プロジェクト・
FBI行動分析課#21
宮沢賢治の食卓
▽0:40 #20
▽0:30 #1
第一話
1:00 陽気にチーズ！チーズ！チーズ！#3
1:00 連続ドラマＷ 春が来た
〔Ｒ15＋指定〕
ランウェイ15#14
1 1:30 生中継！LPGA女子ゴルフ
▽1:30 #21
▽1:30 #2
▽0:55 第二話
1:20 ツイン・ピークス
１話
▽2:20 #22（終）
▽1:50 第三話
▽2:25 #3
▽2:00 ２話
ツアー〈バハマ〉 開幕戦！
第23章
2 ピュア・シルク バハマ
▽3:20 #4（終）
▽3:00 ３話
▽2:45 第四話
▽2:10 第24章
2:45 “アイデンティティー”
▽3:40 最終話（終）
▽3:00 第25章
LPGAクラシック 第１日 3:10 ツイン・ピークス
〔PG-12指定〕
3 （終了時間変更の場合あり） 第20章
▽3:50 第26章▽4:40 第27章
4:20 ツイン・ピークス

4:45 リーガダイジェスト！ 4:00 ツイン・ピークス

4:30 邦楽BREAK

4:40 邦楽BREAK

4:40 ツイン・ピークス

4:15 ツイン・ピークス

●［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 12 月 4 日現在の情報です。

