２０１８ 年 2 月 月 間 番 組 表
1（木）

2（金）

3（土）

1日（木）～16日（金）

4（日）

5（月）

選りすぐりの番組が集まる
WOWOW のメインチャンネル

6（火）

7（水）

8（木）

4
4:30 コウノトリ大作戦！
メディチ家の至宝
未来へのうた
のため、放送を休止い
ウフィツィ美術館
〔PG12指定〕
たします。
5
5:55 WHO I AM ＜5分版＞
6:10 中国歴史ドラマ
6:10 中国歴史ドラマ
6:05 IPC & WOWOW
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 「項羽と劉邦 King's War」#71
「項羽と劉邦 King's War」#72
パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ
パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ
「項羽と劉邦 King's War」#73
「項羽と劉邦 King's War」#74
「項羽と劉邦 King's War」#75
WHO I AM ベアトリーチェ・ヴィオ
WHO I AM 格闘球技 最強軍団の“危険な重戦車” 7:00 カイ(EXO)主演
7:00 カイ(EXO)主演
7:00 カイ(EXO)主演
7:00 カイ(EXO)主演
7:00 カイ(EXO)主演
7:00 カイ(EXO)主演
7 「アンダンテ～恋する速度～」#8
▽7:00 メリッサ・ストックウェル
：ライリー・バット▽7:00 ３階級制覇の絶対
「アンダンテ～恋する速度～」#9
「アンダンテ～恋する速度～」#10
「アンダンテ～恋する速度～」#11
「アンダンテ～恋する速度～」#12
「アンダンテ～恋する速度～」#13
女王：アマリア・ペレス▽8:00 ２連覇を果た 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
8:00 エレメンタリー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 「適齢期惑々ロマンス
「適齢期惑々ロマンス
した韓国の柔道王：チェ・グァングン
「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
ホームズ＆ワトソン in
NY#18▽9:00 #19
～お父さんが変！？～」#17
～お父さんが変！？～」#18
～お父さんが変！？～」#19
～お父さんが変！？～」#20
～お父さんが変！？～」#21
～お父さんが変！？～」#22
9:00 BULL／ブル
9 9:30 プリズン・ブレイク 9:30 パク・ソジュン主演 9:55 WOWOWイチオシ番組宣伝（梅原裕一郎ほか） 法廷を操る男#17 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 プリズン・ブレイク
10:00 連続ドラマＷ 春が来た 10:00 連続ドラマＷ
シーズン２#3
「サム、マイウェイ
シーズン２#4
シーズン２#5
シーズン２#6
シーズン２#7
10 10:30 刑事モース
～恋の一発逆転！～」#1
監査役 野崎修平 第三話 10:30 クリミナル・マインド 10:30 クリミナル・マインド 10:30 クリミナル・マインド 10:30 クリミナル・マインド
３話
▽10:35 #2
～オックスフォード事件簿～
11:00 第90回アカデミー賞 11:00 GHOST IN THE SHELL
国際捜査班#1
国際捜査班#5
国際捜査班#9
国際捜査班#13（終）
11 Case 16
▽11:20 #10
▽11:20 #2
▽11:20 #6
11:50 男子テニス国別対抗戦
ノミネーション徹底紹介
/ 攻殻機動隊
11:30 orange－オレンジ－
▽0:10 #3
▽0:10 #7
▽0:10 #11
▽0:15 Case 17
0:00 『モアナと伝説の海』完全ナビ
デビスカップ
0
▽1:00 #4
▽1:00 #8
▽1:00 #12
ワールドグループ１回戦 0:50 男子テニス国別対抗戦 0:30 イノセンス
日本vsイタリア
デビスカップ
1 1:50 TV初放送！『モアナと伝説の海』
第１日
ワールドグループ１回戦
1:50 邦楽BREAK
1:50 「連続ドラマＷ 春が来た」ミニガイド
2:00 エレメンタリー５
日本vsイタリア
2:15 メガヒット劇場
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 2:00 エレメンタリー５
2 ホームズ＆ワトソン in NY#18
第２日
FBI行動分析課#21
救命医 ザ・ファイナル#3
ホームズ＆ワトソン in NY#19
ゴースト・イン・ザ・
ランウェイ15#14
シェル
（終了時間変更の場合あり）
3:00 韓国ホームドラマ
3:00 韓国ホームドラマ
3:00 韓国ホームドラマ
3:00 韓国ホームドラマ
3:00 連続ドラマＷ 石つぶて ～外務省
3 「あなたはひどいです」#47
「あなたはひどいです」#48
「あなたはひどいです」#49
「あなたはひどいです」 最終話（終）
機密費を暴いた捜査二課の男たち～ 第一話
4:10 連続ドラマＷ
4:00 ノンフィクションＷ ヘプバーンが本当に
4:15 WOWOW×Hulu共同製作ドラマ 4:15 攻殻機動隊ARISE
4:15 攻殻機動隊ARISE
4:15 攻殻機動隊ARISE
4:15 攻殻機動隊ARISE
4 監査役 野崎修平 第二話
伝えたかったこと ～妖精はなぜ銀幕を去ったのか～
コートダジュールNo.10
border:1
border:2
border:3
border:4
5:10 クロコダイル・
5:00 アカデミー賞への招待
#1
5:15 ゲット スマート
5:15 ファミリー・ツリー
5:15 ソルト
5:15 激流(1994)
5 ダンディー
▽4:40 #2▽5:10 #3
ジャングル・ブック
▽5:35 #4▽6:00 #5
［吹替補完版］
（2016）
6:00 銘酒誕生物語 奇跡の復活を遂げた至極の酒：奈良編
6 6:50 クロコダイル・
6:30 銘酒誕生物語 奇跡の復活を遂げた至極の酒：群馬編 6:30 NO MOVIE，NO LIFE 第一幕
7:00 週刊Hollywood Express 7:00 桑田佳祐
7:00 トロールズ
7:10 劇場版ムーミン
7:15 第90回アカデミー賞 7:00 ロスト・バケーション 7:10 GHOST IN THE SHELL
ダンディー２
7 ［吹替補完版］
パペット・アニメーション
ノミネーション徹底紹介
/ 攻殻機動隊
7:30 パク・ソジュン主演
LIVE TOUR 2017
〔PG12指定〕
「がらくた」
～ムーミン谷の夏まつり～ 8:15 平日夜は最新映画！
「サム、マイウェイ
8 8:45 平日夜は最新映画！
～恋の一発逆転！～」
8:45 アカデミー賞ヒストリー 8:40 劇場版 ムーミン谷の彗星
8:30 平日夜は最新映画！
8:40 平日夜は最新映画！
バースデーカード
#3
チア☆ダン ～女子高生が
9:00 WHO I AM ハワイ在住 義足
パペット・アニメーション
ウェディング・テーブル
ゴースト・イン・ザ・
9 チアダンスで全米制覇し
▽8:45 #4
シェル
スノーボード王者：エヴァン・ストロング
ちゃったホントの話～
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 10:20 「去年の冬、きみと別れ」徹底ガイド 10:00 BULL／ブル
10
[Ｒ15＋指定相当版]#4▽10:30 #5
４話
監査役 野崎修平 第四話
４話
10:30 予兆 散歩する侵略者 第１話
10:30 コートダジュールNo.10#6
法廷を操る男#17
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
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 11:00 エレメンタリー５
11 ホームズ＆ワトソン in NY#19 シーズン３
～成功の代償#18（終）
監査役 野崎修平 第四話
FBI行動分析課#22（終）
救命医 ザ・ファイナル#4
ホームズ＆ワトソン in NY#20
法廷を操る男#17
#1
0:00 ナイトシフト４ 真夜中の
0:00 スペインサッカー
0:00 スペインサッカー
0:00 コートダジュールNo.10#60:00 「ツイン・ピークス The Return」のすべて 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 救命医 ザ・ファイナル#3 ▽11:55 #2
リーガ・エスパニョーラ
リーガ・エスパニョーラ 0:30 プロジェクト・ランウェイ15#15 0:35 ツイン・ピークス
FBI行動分析課#22（終）
救命医 ザ・ファイナル#4
▽0:40 #3
1:00 ノンフィクションＷ
第22節
第22節
1:20 ドラマＷ
1:00 放送機器の点検・保守 1:00 WHO I AM ハワイ在住 義足
The Return 第１章
1 エレファントカシマシ、宮本浩次 ▽1:30 #4
（変更の場合あり）
（変更の場合あり）
1:45 セカイ系バラエティ
スノーボード王者：エヴァン・ストロング
山のトムさん
のため、放送を休止い
たします。
2:00 キックボクサー
2:20 ウォンテッド
2:15 スペインサッカー
2:15 デッドプール
2:00 連続ドラマＷ
僕声#1
2 リジェネレーション
▽2:15 #2
リーガ・エスパニョーラ
監査役 野崎修平 第一話
〔Ｒ-15指定〕
〔Ｒ15＋指定〕
▽2:45 #3▽3:15 #4
▽3:00 第二話▽3:55 第三話
第22節
3:20 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#6
3 3:45 マエストロ！
▽3:45 #5（終）
▽4:50 第四話
（変更の場合あり）
3:50 WHO I AM ＜5分版＞
4:00 エイプリルフールズ

ワクワク

9（金）

3:45 マエストロ！

4:15 フィレンツェ、

4:30 ハイジャック・ゲーム 4:15 シング・ストリート

ワクワク

10（土）

ワクワク

11（日）

12（月）

13（火）

4:00 冷静と情熱のあいだ

ワクワク

14（水）

4:15 超絶NBAダイジェスト！#5 1:00 放送機器の点検・保守

ワクワク

15（木）

ワクワク

16（金）

4 監査役 野崎修平
〔Ｒ15＋指定相当〕
4:20 レインツリーの国
The Return
僕声#1
～偽りの一族～
第四話
第４章
#12
5:00 ナイトシフト４
5:20 極上のチーズ！
5 5:45 邦楽BREAK
▽5:35 第５章
▽5:20 #13（終）
真夜中の救命医
チーズ！チーズ！#4
ザ・ファイナル
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 邦楽BREAK
6 「項羽と劉邦 King's War」#76 6:35 マリアンヌ
#1
「項羽と劉邦 King's War」#77
「項羽と劉邦 King's War」#78
「項羽と劉邦 King's War」#79
「項羽と劉邦 King's War」#80（終） 6:25 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#2
▽6:00 #2
7:00 カイ(EXO)主演
7:00 カイ(EXO)主演
7:00 カイ(EXO)主演
7:00 チョン・イル×ユンホ（東方神起）主演 7:00 チョン・イル×ユンホ（東方神起）主演 7:00 チョン・イル×ユンホ（東方神起）主演
〔PG12指定〕
7 「アンダンテ～恋する速度～」#14
▽7:00 #3
「アンダンテ～恋する速度～」#15
「アンダンテ～恋する速度～」#16（終）
「夜警日誌」#1
「夜警日誌」#2
「夜警日誌」#3
▽7:50 #4
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
8:15 韓国ホームドラマ
8 「適齢期惑々ロマンス 8:45 超絶NBAダイジェスト！#5 8:50 アカデミー賞ノミネーション～俳優篇～ 「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
「適齢期惑々ロマンス
～お父さんが変！？～」#23 9:00 エレメンタリー５
～お父さんが変！？～」#24
～お父さんが変！？～」#25
～お父さんが変！？～」#27
～お父さんが変！？～」#28
9:00 BULL／ブル
～お父さんが変！？～」#26
9 9:30 パク・ソジュン主演
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 プリズン・ブレイク
9:30 パク・ソジュン主演
ホームズ＆ワトソン in NY#20
法廷を操る男#18
10:00 連続ドラマＷ 春が来た 10:00 連続ドラマＷ
「サム、マイウェイ
シーズン２#8
シーズン２#9
シーズン２#10
シーズン２#11
「サム、マイウェイ
10 ～恋の一発逆転！～」#3
～恋の一発逆転！～」
４話
監査役 野崎修平 第四話 10:30 WOWOWディズニー・スペシャル 10:30 WOWOWディズニー・スペシャル 10:30 WOWOWディズニー・スペシャル 10:30 マーガレット・サッチャー
▽10:45 #4
#5
11:00 NO MOVIE，NO LIFE 第一幕 11:00 WOWOWディズニー・スペシャル
アカデミー賞受賞作特集
アカデミー賞受賞作特集
アカデミー賞受賞作特集
鉄の女の涙
11 11:55 「適齢期惑々ロマンス」ダイジェスト 11:25 メガヒットレジェンド
▽10:45 #6
▽10:30 アカデミー賞受賞！ウォルト
ようこそ『モアナと伝説の海』の世界へ
ポカホンタス
カールじいさんの空飛ぶ家
0:00 イニシエーション・ラブ
0:00 天使と悪魔
リロ＆スティッチ
・ディズニー 短編アニメーション傑作選 0:00 WOWOWディズニー・スペシャル 0:10 WOWOWディズニー・スペシャル
セブン［吹替補完版］
0 ［エクステンデッド版］
▽11:45 ライオン・キング
0:30 『モアナと伝説の海』完全ナビ
アカデミー賞受賞作特集
アカデミー賞受賞作特集
0:30 「去年の冬、きみと別れ」徹底ガイド
1:00 WOWOWディズニー・スペシャル 1:15 ノンフィクションＷ アンジェイ・
ウォーリー
ズートピア
1:00 LPGA女子ゴルフツアー
1
ワイダ 若き映画人たちへ贈る授業 1:45 超絶NBAダイジェスト！#6
2018シーズン開幕スペシャル！ 1:55 「適齢期惑々ロマンス」ダイジェスト
1:35 NO MOVIE，NO LIFE 第二幕
ようこそ『モアナと伝説の海』の世界へ
2:00 ローグ・ワン／
2:00 WOWOWプレミア
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 2:00 生中継！LPGA女子ゴルフツアー 2:00 第90回アカデミー賞
メガヒット劇場
2 2:30 「ツイン・ピークス The Return」のすべて
モアナと伝説の海
FBI行動分析課#22（終）
救命医 ザ・ファイナル#4
〈オーストラリア〉ISPSハンダ・
ノミネーション徹底紹介
セーフハウス
スター・ウォーズ・
～もう一人の殺人鬼～ 3:00 連続ドラマＷ 石つぶて ～外務省 3:00 連続ドラマＷ 石つぶて ～外務省
ストーリー
オーストラリア女子オープン 第１日 3:00 連続ドラマＷ 石つぶて ～外務省
3:00 連続ドラマＷ 石つぶて ～外務省
3:00 WOWOWディズニー・スペシャル
3 機密費を暴いた捜査二課の男たち～ 第二話
#1
ようこそ『モアナと伝説の海』の世界へ
機密費を暴いた捜査二課の男たち～ 第三話
機密費を暴いた捜査二課の男たち～ 第四話
（終了時間変更の場合あり）
機密費を暴いた捜査二課の男たち～ 第五話
▽3:00 #2
▽3:00 プリンセスと
4:15 攻殻機動隊ARISE
4:15 NO MOVIE，NO LIFE 第三幕
4:00 怪盗グルーの月泥棒
4:00 怪盗グルーのミニオン 4:15 エレメンタリー５
4:00 銘酒誕生物語 奇跡の復活を遂げた至極の酒：群馬編
4 PYROPHORIC CULT 4:40 ジュラシック・ワールド 魔法のキス
▽4:00 #3
ホームズ＆ワトソン in NY#20 4:30 アカデミー賞への招待
危機一発
▽5:00 #4（終）
▽4:45 塔の上のラプン
5:15 攻殻機動隊 新劇場版
5:15 ミニオンズ
AMY エイミー
5
5:50 見逃せない！『モアナと伝説の海』 5:45 邦楽BREAK
5:40 探検隊の栄光
ツェル
▽6:30 ラプンツェルのウェディング 6:00 テニス情報番組 テニス太郎#10 6:00 ロビン・フッド
6
6:45 超絶NBAダイジェスト！#6
6:50 NO MOVIE，NO LIFE 終幕（終） 6:45 アカデミー賞ヒストリー 6:30 銘酒誕生物語 奇跡の復活を遂げた至極の酒：奈良編
(2010)
7:00 エレファントカシマシ 30th ANNIVERSARY
7:15 平日夜は最新映画！
7:00 テニス情報番組 テニス太郎#10 7:00 週刊Hollywood Express
7:00 週刊Hollywood Express 7:15 チア☆ダン ～女子高生が 7:00 クール・ランニング
7 7:30 パク・ソジュン主演
TOUR “THE FIGHTING MAN”直前スペシャル
7:30 平日夜は最新映画！
7:30 パク・ソジュン主演
チアダンスで全米制覇し
沈黙－サイレンス－
(2016)
ちゃったホントの話～
8:00 平井堅
モアナと伝説の海
「サム、マイウェイ
「サム、マイウェイ
8 ～恋の一発逆転！～」
〔PG12指定〕
～恋の一発逆転！～」
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！
Ken's Bar 2017
#7
#5
X'mas Special !!
9:20 「ツイン・ピークス The Return」のすべて 9:00 WHO I AM H.ファルカショバ
スノーホワイト／
9 ▽8:45 #6
▽8:45 #8
氷の王国
9:50 アカデミー賞ヒストリー
9:30 リーサル・ウェポン
＆ガイド：N.シュブルトバ
10:00 連続ドラマＷ 春が来た
10:00 BULL／ブル
10:00 伊藤潤二『コレクション』
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
Season２#1
10 [Ｒ15＋指定相当版]#5▽10:30 #6 最終話（終）
[Ｒ15＋指定相当版]#6▽10:30 #7
最終話（終）
10:30 予兆 散歩する侵略者 第２話
10:30 コートダジュールNo.10#7
監査役 野崎修平 第五話
法廷を操る男#18
11:00 クリミナル・マインド 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 プリズン・ブレイク
11:00 BULL／ブル
11:00 リーサル・ウェポン Season２#1 11:00 連続ドラマＷ
11 シーズン３
監査役 野崎修平 第五話
救命医 ザ・ファイナル#5
ホームズ＆ワトソン in NY#21
11:50 生中継！ラグビー欧州６カ国対抗戦
国際捜査班２#1
シーズン３
法廷を操る男#18
#8
#5
0:00 クリミナル・マインド 0:00 ナイトシフト４ 真夜中の
0:00 スペインサッカー
シックス・ネーションズ 0:00 コートダジュールNo.10#70:00 リーサル・ウェポン
0 ▽11:50 #6
▽11:50 #9
リーガ・エスパニョーラ
第2節 スコットランドvs 0:30 プロジェクト・ランウェイ15#16（終）
救命医 ザ・ファイナル#5
Season２#1
国際捜査班２#1
▽0:40 #7
▽0:40 #10
第23節
フランス
1:20 リリーのすべて
1:05 アメリカン・ゴシック 1:00 アメリカン・ゴシック 1:00 WHO I AM H.ファルカショバ
1 1:30 ツイン・ピークス
（変更の場合あり）
（終了時間変更の場合あり）
＆ガイド：N.シュブルトバ 1:30 ツイン・ピークス
〔Ｒ15＋指定〕
～偽りの一族～
～偽りの一族～
#1
#5
2:15 スペインサッカー
2:15 プロジェクト・
2:00 アメリカン・ゴシック
The Return
The Return
2 第１章
▽1:50 #2
▽1:50 #6
第６章
リーガ・エスパニョーラ
～偽りの一族～#9
ランウェイ15#15
▽2:40 #3
▽2:40 #7
▽2:30 第７章▽3:35 第８章
▽2:35 第２章▽3:35 第３章
▽2:50 #10
3:35 PANDEMIC パンデミック
第23節
3:05 セカイ系バラエティ
3 ▽4:35 第４章▽5:35 第５章 （変更の場合あり）
▽3:25 #4
▽3:30 #8
▽3:40 #11
▽4:40 第９章▽5:45 第10章
僕声#2▽3:35 #3
〔Ｒ15＋指定相当〕
4:50 連続ドラマＷ

4:35 ツイン・ピークス

4:30 セカイ系バラエティ

4:10 ロボジー

ワクワク

ワクワク

3:35 PANDEMIC パンデミック 4:10 WHO I AM ＜5分版＞ 4:20 恋とニュースのつくり方 4:30 アメリカン・ゴシック

ワクワク

ワクワク

ワクワク

●［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 1 月 5 日現在の情報です。

ワクワク

２０１８ 年 2 月 月 間 番 組 表
17（土）

18（日）

19（月）

17日（土）～28日（水）

20（火）

21（水）

選りすぐりの番組が集まる
WOWOW のメインチャンネル

22（木）

23（金）

24（土）

4 The Return
「暴走地区―ZOO―」シーズン３#5
「暴走地区―ZOO―」シーズン３#10
4:45 生中継！ラグビー欧州
ザ・ファイナル
キャプテン・アメリカ
～みのりの茶～
第９章
#6
5:00 種まく旅人
5:10 種まく旅人
６カ国対抗戦
5 ▽5:45 第10章
▽5:00 #7
シックス・ネーションズ
～くにうみの郷～
～夢のつぎ木～
▽5:45 #8（終）
第3節 フランスvsイタリア
6 6:50 エアフォース・ワン 6:30 ニック・オブ・タイム 6:30 セカイ系バラエティ 僕声#4 6:50 「去年の冬、きみと別れ」徹底ガイド
6:45 邦楽BREAK
（終了時間変更の場合あり）
7:00 チョン・イル×ユンホ（東方神起）主演 7:00 チョン・イル×ユンホ（東方神起）主演 7:00 チョン・イル×ユンホ（東方神起）主演 7:00 チョン・イル×ユンホ（東方神起）主演 7:00 チョン・イル×ユンホ（東方神起）主演 7:15 アイス・エイジ５
7
「夜警日誌」#4
「夜警日誌」#5
「夜警日誌」#6
「夜警日誌」#7
「夜警日誌」#8
止めろ！惑星大衝突
8:00 リーサル・ウェポン
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
「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
「適齢期惑々ロマンス
Season２#1
～お父さんが変！？～」#29
～お父さんが変！？～」#30
～お父さんが変！？～」#31
～お父さんが変！？～」#32
～お父さんが変！？～」#33 9:00 エレメンタリー５
9:00 エレメンタリー５
9:00 BULL／ブル
9 ホームズ＆ワトソン in NY#21 法廷を操る男#19 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 プリズン・ブレイク 9:30 パク・ソジュン主演
ホームズ＆ワトソン in NY#22
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
シーズン２#12
シーズン２#13
シーズン２#14
シーズン２#15
「サム、マイウェイ
10 最終話（終）
～恋の一発逆転！～」
監査役 野崎修平 第五話 10:45 超絶コンテスト！
バイバイ、ブラックバード 第一話
10:30 超絶NBAダイジェスト！#7 10:30 パク・ソジュン主演
10:30 パク・ソジュン主演
#7
2018NBAオールスター 11:00 日本沈没(1973)
11:00 ザ・コンサルタント
11:00 ファミリーシアター
11:00 ライオン・キング
「サム、マイウェイ
「サム、マイウェイ
11
▽10:45 #8
～恋の一発逆転！～」
～恋の一発逆転！～」
アーロと少年
前夜祭
#1
#4
0:00 ボクの妻と結婚してく
0
▽11:40 #2
▽11:40 #5
0:45 WOWOWイチオシ番組宣伝 0:45 夢の祭典！
0:35 ハンス・ジマー
ださい。
▽0:50 #3
▽0:50 #6
1:15 斎藤工×板谷由夏 映画工房 1:00 メガヒット劇場
2018NBAオールスター
ライブ・イン・プラハ
1 1:30 アヒルと鴨のコインロ
ゲーム
1:30 セカイ系バラエティ 僕声#5
1:45 第90回アカデミー賞
メッセージ(2016)
（終了時間変更の場合あり） 2:00 クリミナル・マインド 2:00 ナイトシフト４ 真夜中の 2:00 エレメンタリー５
2:00 ノンフィクションＷ ハリウッドを救った歌声
ノミネーション徹底紹介
ッカー
2
救命医 ザ・ファイナル#5
ホームズ＆ワトソン in NY#21
～史上最強のゴーストシンガーと呼ばれた女～ 2:45 速報！LPGA女子ゴルフツアー
国際捜査班２#1
3:00 第90回アカデミー賞
3:00 連続ドラマＷ 石つぶて ～外務省 3:00 連続ドラマＷ 石つぶて ～外務省 3:00 連続ドラマＷ 石つぶて ～外務省機密費 3:00 連続ドラマＷ
3:00 生中継！
3 3:30 フィッシュストーリー
ノミネーション徹底紹介
機密費を暴いた捜査二課の男たち～ 第六話
機密費を暴いた捜査二課の男たち～ 第七話
を暴いた捜査二課の男たち～ 最終話（終）
希望ヶ丘の人びと 第一話
LPGA女子ゴルフツアー
4:00 第60回グラミー賞
4:00 裸の銃（ガン）を持つ男 4:00 レゴバットマン
4:00 第90回アカデミー賞 4:00 テニス情報番組 テニス太郎#10
〈タイ〉
4
ノミネーション徹底紹介 4:30 アカデミー賞への招待
ホンダLPGAタイランド
授賞式
ザ・ムービー
5:00 プロジェクト・
5:00 生中継！LPGA女子ゴルフ
第３日
宇宙からの脱出
5 5:30 重力ピエロ
ランウェイ15#16（終） 5:30 裸の銃（ガン）を
5:50 プラダを着た悪魔
ツアー〈タイ〉ホンダ
（終了時間変更の場合あり）
6:00 疾風ロンド
LPGAタイランド 第１日
持つ男２ 1/2
6
（終了時間変更の場合あり） 6:45 超絶NBAダイジェスト！#7
7:00 キングコング：
7:00 裸の銃（ガン）を
7:15 超絶NBAダイジェスト！#7 7:00 週刊Hollywood Express
7 7:45 「サム、マイウェイ」ダイジェスト 髑髏島の巨神
7:55 「適齢期惑々ロマンス」ダイジェスト
7:45 超絶NBAダイジェスト！#7 7:30 平日夜は最新映画！
7:30 パク・ソジュン主演
7:30 徹底解剖！UVERworld×TYCOON
持つ男PART33
〔PG12指定〕
1/3／最後の侮辱
8:00 布袋寅泰
8:00 平日夜は最新映画！
8:00 平日夜は最新映画！
8:00 アサシン クリード
メッセージ(2016)
「サム、マイウェイ
8 Paradox Tour 2017
～恋の一発逆転！～」
アイ・イン・ザ・スカイ
ブラッド・ファーザー 8:25 平日夜は最新映画！
#9
The FINAL ～Rock’n 9:00 WHO I AM 悲願の金メダル
〔PG12指定〕
ダイバージェントFINAL
世界一安全な戦場
9 Roll Circus～
▽8:45 #10
を狙う世界王者：森井大輝 9:35 アカデミー賞ノミネーション～作品篇～
9:30 リーサル・ウェポン
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 BULL／ブル
10:00 伊藤潤二『コレクション』 10:00 連続ドラマＷ
Season２#2
10 バイバイ、ブラックバード 第一話
[Ｒ15＋指定相当版]#7▽10:30 #8
監査役 野崎修平 第六話
バイバイ、ブラックバード 第一話 10:30 予兆 散歩する侵略者 第３話
10:30 コートダジュールNo.10#8
バイバイ、ブラックバード 第二話
法廷を操る男#19
11:00 BULL／ブル
11:00 リーサル・ウェポン
11:00 連続ドラマＷ
11:00 クリミナル・マインド 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 法廷を操る男#19
監査役 野崎修平 第六話
救命医 ザ・ファイナル#6
ホームズ＆ワトソン in NY#22
Season２#2
国際捜査班２#2
シーズン３
法廷を操る男#20
#11
0:00 福田雄一×井上芳雄「グリーン＆ブラックス」#11 0:00 超絶コンテスト！
0:00 コートダジュールNo.10#8 0:00 連続ドラマＷ
0:00 クリミナル・マインド 0:00 ナイトシフト４ 真夜中の
0:00 スペインサッカー
0 0:30 救命医ハンク８
▽11:50 #12
2018NBAオールスター 0:30 Ｔ２ トレインスポッ
バイバイ、ブラックバード 第一話
救命医 ザ・ファイナル#6
リーガ・エスパニョーラ
国際捜査班２#2
▽0:40 #13（終）
前夜祭
1:05 ノンストップ・スリラー 1:00 ノンストップ・スリラー 1:00 WHO I AM 悲願の金メダル
第25節
ザ・ファイナル
ティング
1 #1
（変更の場合あり）
〔Ｒ15＋指定〕
「暴走地区―ZOO―」
「暴走地区―ZOO―」
を狙う世界王者：森井大輝 1:30 ツイン・ピークス
▽1:15 #2
シーズン３
シーズン３
2:00 トレインスポッティング
2:00 ノンストップ・スリラー
2:15 スペインサッカー
The Return
2 ▽2:00 #3
#1
#6
第11章
2:45 暗殺教室 卒業編
「暴走地区―ZOO―」
リーガ・エスパニョーラ
〔Ｒ15＋指定〕
▽1:50 #2▽2:40 #3
▽1:50 #7▽2:40 #8
▽2:45 #4
▽2:30 第12章
シーズン３#11

第25節
3 ▽3:30 #5
▽3:30 #4▽4:15 #5
▽3:30 #9▽4:20 #10
▽3:30 第13章
▽2:50 #12▽3:40 #13（終）
（変更の場合あり）
3:45 速報！LPGA女子ゴルフツアー
4:40 ツイン・ピークス

4:15 救命医ハンク８

4:00 シビル・ウォー／

4:45 種まく旅人

ワクワク

25（日）

26（月）

27（火）

ワクワク

4:15 ノンストップ・スリラー 4:20 ノンストップ・スリラー 4:30 大停電の夜に

ワクワク

ワクワク

4:30 速報！LPGA女子ゴルフツアー

ワクワク

28（水）

4 セブンス・コード
#6
#14
#18
▽5:00 #7
▽5:25 #15
▽5:05 #19
5 5:40 ファンタスティック・
▽5:50 #8
▽6:10 #16
▽5:55 #20
ビーストと魔法使いの旅
6
6:40 斎藤工×板谷由夏 映画工房
6:40 邦楽BREAK
7:00 チョン・イル×ユンホ（東方神起）主演 7:00 チョン・イル×ユンホ（東方神起）主演 7:00 チョン・イル×ユンホ（東方神起）主演
7 7:55 速報！LPGA女子ゴルフツアー 「夜警日誌」#9
「夜警日誌」#10
「夜警日誌」#11
8:00 リーサル・ウェポン
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 Season２#2
「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！？～」#34
～お父さんが変！？～」#35
～お父さんが変！？～」#36
9:00 BULL／ブル
9 法廷を操る男#20 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
10:00 連続ドラマＷ
シーズン２#16
シーズン２#17
シーズン２#18
10 監査役 野崎修平 第六話 10:30 エンパイア３
10:30 エンパイア３
10:30 エンパイア３
11:00 ファミリーシアター
～成功の代償
～成功の代償
～成功の代償
11 ミュータント・ニンジャ #1
#6
#10
▽11:20 #11
▽11:20 #2
▽11:20 #7
・タートルズ：影＜シャ
0 ドウズ＞
▽0:10 #3
▽0:10 #8
▽0:10 #12
▽1:00 #4
▽1:00 #9
▽1:00 #13
1:00 メガヒット劇場
1 帝一の國
▽1:50 #5
1:50 速報！LPGA女子ゴルフツアー 1:50 「適齢期惑々ロマンス」ダイジェスト
2:00 クリミナル・マインド 2:00 ナイトシフト４ 真夜中の
2
2:50 WOWOWイチオシ番組宣伝
救命医 ザ・ファイナル#6
国際捜査班２#2
3:00 連続ドラマＷ
3:00 連続ドラマＷ
3:00 ノッティングヒルの恋人 3:00 連続ドラマＷ
3
希望ヶ丘の人びと 第二話
希望ヶ丘の人びと 第三話
希望ヶ丘の人びと 第四話
4:00 プロジェクトＡ
4:00 サンダーアーム
4:00 スパルタンＸ
4
龍兄虎弟
5:15 東方神起再始動！WOWOWスペシャル～前編～
5 5:45 東方神起再始動！WOWOW
5:45 プロジェクト・イーグル
6:00 プロジェクトＡ２
6:00 サイクロンＺ
スペシャル～後編～
6 6:30 東方神起 LIVE TOUR 2017 史上最大の標的
～Begin Again～ in 京セラドーム大阪
7 スペシャルダイジェスト
7:45 テニス情報番組 テニス太郎#10 7:45 超絶NBAダイジェスト！#8
8:00 ドクター・ストレンジ 8:00 第90回アカデミー賞 8:15 超絶NBAダイジェスト！#8 8:00 平日夜は最新映画！
8
ノミネーション徹底紹介 8:30 平日夜は最新映画！
きょうのキラ君
9:00 桑田佳祐
猫なんかよんでもこない。
9
ボウリングスペシャル
10:00 連続ドラマＷ
10:00 BULL／ブル
10:00 連続ドラマＷ
10 監査役 野崎修平 第七話
バイバイ、ブラックバード 第二話 10:30 予兆 散歩する侵略者 第４話
法廷を操る男#20
11:00 連続ドラマＷ
11:00 クリミナル・マインド 11:00 ナイトシフト４ 真夜中の
11:00 リーサル・ウェポン
11 Season２#3
監査役 野崎修平 第七話
救命医 ザ・ファイナル#7
国際捜査班２#3
0:00 クリミナル・マインド 国際捜査班２#3
0:00 グレイズ・アナトミー12 0:00 コートダジュールNo.10#9（終） 0:00 ハート・ロッカー
0 #1
0:30 グレイズ・アナトミー12
0:50 グレイズ・アナトミー12
〔PG12指定〕
▽0:50 #2▽1:40 #3
#9
#21
1 ▽2:30 #4▽3:20 #5
▽1:20 #10▽2:10 #11
▽1:35 #22
▽4:10 #6▽5:00 #7
▽3:00 #12▽3:50 #13 2:20 アカデミー賞ヒストリー
▽2:25 #23
2 ▽5:50 #8
▽4:40 #14▽5:25 #15 2:35 連続ドラマＷ
▽3:15 #24（終）
▽6:10 #16
闇の伴走者 Episode 1
3
3:30 グレイズ・アナトミー12#17
4:30 Seventh Code

4:10 グレイズ・アナトミー12 4:40 グレイズ・アナトミー12 4:20 グレイズ・アナトミー12

ワクワク

ワクワク

ワクワク

●［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 1 月 5 日現在の情報です。

