２０１８ 年 3 月 月 間 番 組 表
1（木）

2（金）

3（土）

1日（木）～16日（金）

4（日）

4 4:30 天使と悪魔
呪縛館
The Return
タトゥーの女#6
▽5:00 #7
第17章
［エクステンデッド版］ 5:00 MIRACLE
5:00
5
▽5:35 第18章（終） 5:50 ジュラシック・ワールド
デビクロくんの恋と魔法
6:35 超絶NBAダイジェスト！#8
6
6:50 ジュラシック・パーク
7:00 チョン・イル×ユンホ（東方神起） 7:00 チョン・イル×ユンホ（東方神起）
7:15
7 主演「夜警日誌」#12
7:30
主演「夜警日誌」#13
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8:00 リーサル・ウェポン
8 「適齢期惑々ロマンス～お父 「適齢期惑々ロマンス～お父
8:30
Season２#3
さんが変！？～」#37
さんが変！？～」#38
9:00 エレメンタリー５
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
ホームズ＆ワトソン in NY#23
法廷を操る男#21
10:00 連続ドラマＷ
10:00 連続ドラマＷ
シーズン２#19
「サム、マイウェイ
10 10:30 エンパイア３～成功の代償
～恋の一発逆転！～」#9
バイバイ、ブラックバード 第二話
監査役 野崎修平 第七話
▽10:40 #10
#14
11:00 オトナになっても、ドラえもん#1 11:00 銘酒誕生物語
11 ▽11:20 #15
11:50 邦楽BREAK
11:15 映画ドラえもん
～究極の山田錦に迫る～
0:10 斎藤工×板谷由夏 映画工房 0:00 エンパイア３～成功の代償
0:00 生中継！エキサイトマッチ
のび太の恐竜2006
0 0:30 阪急電車
#16
デオンテイ・ワイルダー
▽0:50 #17
vsルイス・オルティス
1:15 オトナになっても、ドラえもん#2
片道15分の奇跡
1
▽1:40 #18（終）
WBC世界ヘビー級タイトルマッチ
1:45 第90回アカデミー賞
デオンテイ・ワイルダー
直前総予想
2 2:30 生中継！LPGA女子ゴルフ 2:30 連続ドラマＷ
vsルイス・オルティス
2:45 ライフ・イズ・
ツアー 〈シンガポール〉
希望ヶ丘の人びと 最終話（終）
（終了時間変更の場合あり） 3:00
ビューティフル
3 HSBC女子世界選手権 第１日 3:30 NBAバスケットボール
3:30 メガヒット劇場
（終了時間変更の場合あり）
4:00
ティンバーウルブズvs
ラ・ラ・ランド
4 4:45 エレメンタリー５
トレイルブレイザーズ 4:45 劇場版 SPEC～天～
ホームズ＆ワトソン in NY#22
（終了時間変更の場合あり）
5 5:45 ファインディング・ニモ
5:45 信長協奏曲
6:00
6
6:30
7:00 週刊Hollywood Express 7:00 徹底解剖！UVERworld×TYCOON
7 7:30 平日夜は最新映画！ 7:30 パク・ソジュン主演 7:30 長渕剛
8:00 第90回アカデミー賞
帝一の國
「サム、マイウェイ
WELCOME TO MY
8
HOMETOWN
～恋の一発逆転！～」#11
8:50
直前総予想
▽8:40 #12
PREMIUM LIVE AT
9:00 ノンフィクションＷ ヒッチコック 9:00
9 9:30 リーサル・ウェポン 9:50 「適齢期惑々ロマンス」ダイジェスト
KAGOSHIMA ARENA
幻の映画 ～最期に仕掛けたサスペンス～
10:00 伊藤潤二『コレクション』 10:00 連続ドラマＷ
10:00 連続ドラマＷ
Season２#3
10 10:30 コートダジュールNo.10#9（終） [Ｒ15＋指定相当版]#8▽10:30 #9 バイバイ、ブラックバード 第三話 監査役 野崎修平 最終話（終）
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 リーサル・ウェポン
11 ホームズ＆ワトソン in NY#23 シーズン４
法廷を操る男#21
Season２#4
#1
0:00 ナイトシフト４ 真夜中の
0:00 ブラインドスポット２ 0:00 ブラインドスポット２
0 救命医 ザ・ファイナル#7 ▽11:50 #2
タトゥーの女#1
タトゥーの女
▽0:40 #3
▽0:50 #2
#8
1:00 アシュラ(2016)
1:00
1 〔Ｒ15＋指定〕
▽1:40 #3
▽0:50 #9
1:30 ツイン・ピークス
▽2:30 #4
▽1:40 #10
2:00
The Return 第14章
2
▽3:20 #5
▽2:30 #11
▽2:30 第15章▽3:35 第16章
▽4:35 第17章
▽4:10 #6
▽3:20 #12
3:15 フォービドゥン／
3:00
3 呪縛館
▽5:35 第18章（終）
▽5:00 #7
▽4:10 #13
4:00 旅とチーズ！チーズ！チーズ！#1 3:15 フォービドゥン／

ワクワク

9（金）

4:35 ツイン・ピークス

11（日）

6（火）

7（水）

8（木）

4:10 ブラインドスポット２ 4:10 ブラインドスポット２ 4:40 ブラインドスポット２ 4:00 ブラインドスポット２ 3:00 クリムゾン・ピーク

ワクワク

10（土）

5（月）

選りすぐりの番組が集まる
WOWOW のメインチャンネル

12（月）

タトゥーの女#13

彼らが本気で編むときは、

タトゥーの女
#16

▽5:30 #17

6:20 超絶NBAダイジェスト！#9
6:40 邦楽BREAK

タトゥーの女#21

▽4:45 #22（終）

5:30 ノンフィクションＷ

〔Ｒ15＋指定〕

5:00 ジャック・リーチャー
NEVER GO BACK

SACRED

～いのちへの讃歌

斎藤工×板谷由夏 映画工房 7:00 チョン・イル×ユンホ（東方神起） 7:00 チョン・イル×ユンホ（東方神起） 7:00 チョン・イル×ユンホ（東方神起）

第90回アカデミー賞

直前総予想
生中継！

第90回アカデミー賞
授賞式

（終了時間変更の場合あり）

主演「夜警日誌」#14

主演「夜警日誌」#15

主演「夜警日誌」#16

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

さんが変！？～」#39

さんが変！？～」#40

さんが変！？～」#41

ワクワク

「適齢期惑々ロマンス～お父

9:30 プリズン・ブレイク

ワクワク

「適齢期惑々ロマンス～お父

ワクワク

「適齢期惑々ロマンス～お父

9:30 プリズン・ブレイク

9:30 プリズン・ブレイク

10:30 いきなり先生になった 10:30 リーサル・ウェポン

10:30 コウノトリ大作戦！

シーズン２#20

ボクが彼女に恋をした

0:15 ピートと秘密の友達

シーズン２#21

Season２
#1

▽11:20 #2
▽0:10 #3

▽1:00 #4

1:50 洋楽BREAK

シーズン２#22（終）

0:00 疾風ロンド

1:50 邦楽BREAK

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
国際捜査班２#3

救命医 ザ・ファイナル#7

ホームズ＆ワトソン in NY#23

連続ドラマＷ 闇の伴走者 3:00 連続ドラマＷ 闇の伴走者 3:00 連続ドラマＷ 闇の伴走者 3:00 連続ドラマＷ 闇の伴走者
Episode 1

Episode 2

マローダーズ／襲撃者 4:00 フレンチ・ラン
〔PG12指定〕

旅とチーズ！チーズ！チーズ！#2

ローグ・ワン／

スター・ウォーズ・

5:45 沈黙－サイレンス－
(2016)

〔PG12指定〕

ストーリー

「グッド・ドクター」徹底解剖カルテ 8:30 平日夜は最新映画！

第90回アカデミー賞

授賞式

Episode 3

4:00 守護神

夜は短し歩けよ乙女

（終了時間変更の場合あり） 10:20 予兆

5:45 グッドモーニングショー
6:30 サロゲート

8:00 平日夜は最新映画！

7:45 平日夜は最新映画！
ラ・ラ・ランド

夜明け告げるルーのうた

散歩する侵略者 10:00 BULL／ブル

最終話（終）

Episode 4

4:00 レッド・ダイヤモンド

法廷を操る男#21

10:00 リーサル・ウェポン
Season２#4

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
国際捜査班２#4

0:00 リーサル・ウェポン
連続ドラマＷ

Season２#1

連続ドラマＷ

タトゥーの女#18

ブラインドスポット２

▽4:00 #21

タトゥーの女#14▽3:50 #15

13（火）

国際捜査班２#4

1:00 アメリカン・ダンス・バトル２ ―予選編―#1 1:00 ムーンライト

バイバイ、ブラックバード 第三話 1:45 ブラインドスポット２
監査役 野崎修平 最終話（終）

救命医 ザ・ファイナル#8

▽2:30 #19▽3:15 #20

▽4:45 #22（終）

14（水）

ホームズ＆ワトソン in NY#24（終）

0:00 クリミナル・マインド 0:00 ナイトシフト４ 真夜中の

〔Ｒ15＋指定〕

救命医 ザ・ファイナル#8

1:00 ノンフィクションＷ ヒッチコック

幻の映画 ～最期に仕掛けたサスペンス～

2:00 リリーのすべて

〔Ｒ15＋指定〕

3:00 クリムゾン・ピーク
〔Ｒ15＋指定〕

15（木）

16（金）

4 4:30 杉原千畝
4:50 邦楽BREAK
十月十日の進化論
ターズ〔Ｒ15＋指定〕
〔PG-12指定〕
俺たちに恥はない
俺たちに恥はない
#4
#10
5:10 大鹿村騒動記
5:00 パッセンジャー(2016) 5:00 BFG：ビッグ・フレン
5:00 哭声／コクソン
スギハラチウネ
5
▽5:00 #5
▽5:00 #11
ドリー・ジャイアント
▽6:00 #6
▽6:00 #12（終）
6
6:45 潜入者
7:00 チョン・イル×ユンホ（東方神起）
7:00 チョン・イル×ユンホ（東方神起） 7:00 チョン・イル×ユンホ（東方神起） 7:00 チョン・イル×ユンホ（東方神起） 7:00 チョン・イル×ユンホ（東方神起）
7 主演「夜警日誌」#17
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！#10
主演「夜警日誌」#18
主演「夜警日誌」#19
主演「夜警日誌」#20
主演「夜警日誌」#21
8:15 韓国ホームドラマ
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
8:00 生中継！LPGA女子ゴルフ
8 「適齢期惑々ロマンス～お父
「適齢期惑々ロマンス～お父
「適齢期惑々ロマンス～お父
「適齢期惑々ロマンス～お父
「適齢期惑々ロマンス～お父
ツアー〈アリゾナ〉バンク・オブ・
Season２#4
さんが変！？～」#42
9:00 エレメンタリー５
9:00 BULL／ブル
さんが変！？～」#43
さんが変！？～」#44
さんが変！？～」#45
さんが変！？～」#46
ホープ・ファウンダーズ・カップ 第１日
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
ホームズ＆ワトソン in NY#24（終）
（終了時間変更の場合あり）
法廷を操る男#22
10:00 連続ドラマＷ
10:00 連続ドラマＷ
10:15 パク・ソジュン主演
「サム、マイウェイ
シーズン３#1
シーズン３#2
シーズン３#3
シーズン３#4
10 ～恋の一発逆転！～」#11
10:30 ザ・プレイヤー
10:30 セーフハウス
10:30 ファンタスティック・
バイバイ、ブラックバード 第三話
監査役 野崎修平 最終話（終） 10:30 ザ・プレイヤー
「サム、マイウェイ
▽10:40 #12
～恋の一発逆転！～」
11:00 NO MOVIE，NO LIFE 11:00 NO MOVIE，NO LIFE
ビーストと魔法使いの旅
～究極のゲーム～
～究極のゲーム～
～もう一人の殺人鬼～
11 11:50 ミニオンズ
第一幕▽11:30 第二幕
第三幕▽11:30 終幕（終）
#13
#1
#6
#1
▽11:25 #14
▽11:20 #2
▽11:20 #7
▽11:20 #2
0:00 「映画ドラえもん のび太の宝島」公開記念 0:00 「映画ドラえもん のび太の宝島」公開記念
0
▽0:10 #3
▽0:10 #8
▽0:10 #3
一挙放送だよ!史上最大の映画ドラえもんまつり
一挙放送だよ!史上最大の映画ドラえもんまつり
0:45 劇場版 ムーミン谷の彗星 0:35 39 刑法第三十九条
▽1:00 #4
▽1:00 #9（終）
▽1:00 #4（終）
パペット・アニメーション
映画ドラえもん のび太の恐竜
映画ドラえもん のび太の大魔境
1 1:30 週刊Hollywood Express 1:45 「映画ドラえもん のび太の宝島」公開記念 1:45 「映画ドラえもん のび太の宝島」公開記念 ▽1:50 #5
2:00 連続ドラマＷ
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
一挙放送だよ!史上最大の映画ドラえもんまつり
一挙放送だよ!史上最大の映画ドラえもんまつり
2 バイバイ、ブラックバード 第三話 映画ドラえもん
2:45 「グッド・ドクター」徹底解剖カルテ
救命医 ザ・ファイナル#8
ホームズ＆ワトソン in NY#24（終） 2:55 速報！LPGA女子ゴルフツアー
映画ドラえもん
国際捜査班２#4
のび太の宇宙開拓史
のび太の海底鬼岩城
3:00 ドラマＷアンコール
3:00 ドラマＷアンコール
3:00 ドラマＷアンコール
3:00 ドラマＷアンコール
3:00 連続ドラマＷ 闇の伴走者
3:00 ドラマＷアンコール
3 Episode 5（終） 3:30 テニス情報番組 テニス太郎#11 3:30 銘酒誕生物語 至極の酒：奈良編 連続ドラマＷ きんぴか 第一話
連続ドラマＷ きんぴか 第二話
連続ドラマＷ きんぴか 第三話
連続ドラマＷ きんぴか 第四話
連続ドラマＷ きんぴか 最終話（終）
4:00 連続ドラマＷ
4:00 ブラッド・ファーザー 4:00 銘酒誕生物語 至極の酒：群馬編 4:00 「映画ドラえもん のび太の宝島」公開記念 4:00 「映画ドラえもん のび太の宝島」公開記念 4:00 「映画ドラえもん のび太の宝島」公開記念 4:00 「映画ドラえもん のび太の宝島」公開記念 4:00 旅とチーズ！チーズ！チーズ！#4
4 監査役 野崎修平 最終話（終） 〔PG12指定〕
4:30 生中継！
一挙放送だよ!史上最大の映画ドラえもんまつり
一挙放送だよ!史上最大の映画ドラえもんまつり
一挙放送だよ!史上最大の映画ドラえもんまつり
一挙放送だよ!史上最大の映画ドラえもんまつり 4:30 アカデミー賞への招待
5:00 アカデミー賞への招待
映画ドラえもん のび太の恐竜
映画ドラえもん のび太の宇宙開拓史
映画ドラえもん のび太の大魔境
映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城
The Unforgettable Day
8 1/2
5 エイジ・オブ・イノセンス 5:45 ラ・ラ・ランド
5:45 ボディガード(1992) 5:40 バレンタインデー(2010) 5:45 エターナル・サンシャイン
3.11 Special Live 2018 5:45 愛と青春の旅だち
汚れなき情事
～岸谷香・高嶋ちさ子・
6
中川翔子・一青窈・
Little Glee Monster～
7:00 週刊Hollywood Express
7 7:30 パク・ソジュン主演
7:50 平日夜は最新映画！
7:35 平日夜は最新映画！
（終了時間変更の場合あり） 7:55 映画『友罪』公開記念特番
7:30 パク・ソジュン主演
8:00 第90回アカデミー賞
8:00 メガヒット劇場
8:00 メッセージ(2016)
8:00 ノンフィクションＷ 青木拓磨 復活のサーキット
湯を沸かすほどの熱い愛
ガーディアンズ・オブ・
「サム、マイウェイ
「サム、マイウェイ
8 ～恋の一発逆転！～」#13
授賞式ダイジェスト
ガーディアンズ・オブ・
8:45 平日夜は最新映画！
ギャラクシー：リミックス
～恋の一発逆転！～」#15
▽8:40 #14
▽8:40 #16（終）
ギャラクシー：リミックス
映画 聲の形
9 9:50 「連続ドラマＷ イノセント・デイズ」ガイド 9:45 斎藤工×板谷由夏 映画工房
9:50 速報！LPGA女子ゴルフツアー
10:00 連続ドラマＷ
10:00 BULL／ブル
10:00 リーサル・ウェポン
10:00 伊藤潤二『コレクション』 10:00 連続ドラマＷ
10:00 伊藤潤二『コレクション』
10 [Ｒ15＋指定相当版]#9▽10:30 #10 バイバイ、ブラックバード 第四話 10:30 旅とチーズ！チーズ！チーズ！#3
[Ｒ15＋指定相当版]#10▽10:30 #11
バイバイ、ブラックバード 第四話
法廷を操る男#22
Season２#5
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#5 11:00 フィギュアスケート アイスショー 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 BBC Earth リラックス・アニマルズ 11:00 プリズン・ブレイク
11 シーズン４
「カーニバル・オン・アイス 2016」
救命医 ザ・ファイナル#9
～魔法のカメラが映す素顔～#1
11:50 生中継！ラグビー欧州
国際捜査班２#5
法廷を操る男#22
シーズン４
#4
#9
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
６カ国対抗戦 シックス 0:00 アメリカン・ダンス・ 0:00 セーフハウス
0 ▽11:50 #5
▽11:50 #10
リーガ・エスパニョーラ
・ネーションズ 第4節
～もう一人の殺人鬼～#1
救命医 ザ・ファイナル#9
バトル２―予選編―
国際捜査班２#5
▽0:40 #6
▽0:40 #11
#1
第28節
ウェールズvsイタリア
1:00 シェイムレス６
1:00 シェイムレス６
1:00 連続ドラマＷ
1 ▽1:30 #7
▽1:30 #12
▽0:45 #2
（変更の場合あり）
（終了時間変更の場合あり）
バイバイ、ブラックバード
俺たちに恥はない
俺たちに恥はない
▽2:20 #8
▽1:30 #3
▽2:20 #13
第一話
#1
#7
2:15 スペインサッカー
2:15 イングロリアス・
2
▽2:15 #4
▽2:00 第二話
▽2:00 #2
▽2:00 #8
リーガ・エスパニョーラ
バスターズ
▽3:00 #3
▽3:00 #9
▽2:55 第三話
〔Ｒ15＋指定〕
3:00 28日後...
3:10 ドラマＷ
第28節
3:10 ドラマＷ
3 十月十日の進化論
▽3:45 第四話
（変更の場合あり）
〔PG-12指定〕
双葉荘の友人
4:15 超絶NBAダイジェスト！#9 3:10 ドラマＷ
と つ き と お か

4:30 シンドラーのリスト

2:15 イングロリアス・バス 3:00 28日後...

ワクワク

ワクワク

ワクワク

4:00 シェイムレス６

ワクワク

4:00 シェイムレス６

4:40 「連続ドラマＷ イノセント・デイズ」ガイド

ワクワク

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 2 月 2 日現在の情報です。

２０１８ 年 3 月 月 間 番 組 表
17（土）

18（日）

19（月）

17日（土）～31日（土）

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 双葉荘の友人
The Return」のすべて
ツアー
#3
#9
#15
#22
4:45 WHO I AM ３階級制覇の
▽4:50 #4
▽5:20 #10
▽5:05 #16
▽4:45 #23
絶対女王：アマリア・ペレス
5:15 白夜行
5:00 リーサル・ウェポン
5:00 わらの犬(1971)
5
▽5:40 #5
▽5:55 #17
▽5:35 #24（終）
5:45 劇場版ムーミン
Season２#5
6:00 BULL／ブル
6:10 ナイトシフト４ 真夜中の
6:25 Ｔ.Ｒ.Ｙ. トライ
パペット・アニメーション
6
～ムーミン谷の夏まつり～
法廷を操る男#23（終）
6:30 邦楽BREAK
救命医 ザ・ファイナル#9 6:45 「去年の冬、きみと別れ」ガイド
7:00 生中継！LPGA女子ゴルフ 7:00 生中継！LPGA女子ゴルフ 7:00 チョン・イル×ユンホ（東方神起） 7:00 チョン・イル×ユンホ（東方神起） 7:00 チョン・イル×ユンホ（東方神起）
7:15 県庁の星
7 7:50 「去年の冬、きみと別れ」ガイド
ツアー〈アリゾナ〉
ツアー〈アリゾナ〉
主演「夜警日誌」#22
主演「夜警日誌」#23
主演「夜警日誌」 最終話（終）
8:00 生中継！LPGA女子ゴルフ
バンク・オブ・ホープ・
バンク・オブ・ホープ・ 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 ツアー〈アリゾナ〉バンク・オブ・ ファウンダーズ・カップ ファウンダーズ・カップ 「適齢期惑々ロマンス～お父 「適齢期惑々ロマンス～お父 「適齢期惑々ロマンス～お父 「適齢期惑々ロマンス～お父
ホープ・ファウンダーズ・カップ 第２日
第３日
最終日
さんが変！？～」#47
さんが変！？～」#48
さんが変！？～」#49
さんが変！？～」#50
9 （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） 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 生中継！LPGA女子ゴルフ 9:30 生中継！LPGA女子ゴルフ
10:15 連続ドラマＷ
ツアー〈カリフォルニア〉
ツアー〈カリフォルニア〉
シーズン３#5
シーズン３#6
シーズン３#7
10 バイバイ、ブラックバード 第四話 10:30 旅とチーズ！チーズ！チーズ！#5 10:45 バースデーカード 10:30 クリミナル・マインド 10:30 2020
キア・クラシック 第１日
キア・クラシック 第２日
10:30 北欧サスペンス
（終了時間変更の場合あり）
（終了時間変更の場合あり）
11:15 ゴッド・オブ・ウォー 11:00 ゴーストバスターズ
国際捜査班２
「凍てつく楽園」
11 導かれし勇者たち
#1
～真夏の宵の夢～ 第１話 11:45 パク・ソジュン主演
11:45 「グッド・ドクター」徹底解剖カルテ
(1984)
▽11:20 第２話
▽11:20 #2
0:00 機動警察パトレイバー
0:00 連続ドラマＷ
「サム、マイウェイ
0
▽0:10 #3
▽0:10 最終話（終）
～恋の一発逆転！～」
バイバイ、ブラックバード 第五話
劇場版
▽1:00 #4
#15
1:00 メガヒットレジェンド 1:00 スノーホワイト／
1:00 ６デイズ／７ナイツ
1:00 ニューイヤーズ・イブ
1:00 キング・ホステージ
1 デイライト
▽2:00 #5
▽0:55 #16（終）
1:45 機動警察パトレイバー２
氷の王国
the Movie
2:05 WHO I AM
2
ベアトリーチェ・ヴィオ 2:45 「去年の冬、きみと別れ」ガイド
2:45 斎藤工×板谷由夏 映画工房 2:55 速報！LPGA女子ゴルフツアー
3:00 ノンフィクションＷ
3:00 クリミナル
3:00 連続ドラマＷ
3:00 連続ドラマＷ
3:00 連続ドラマＷ
3:00 連続ドラマＷ
3:00 WOWOWプレミア
3 エレファントカシマシ、宮本浩次 ２人の記憶を持つ男
コールドケース ～真実の扉～#1
コールドケース ～真実の扉～#2 3:45 Ｗ
コールドケース ～真実の扉～#3
コールドケース ～真実の扉～#4
クライムサスペンス
4:00 エレファントカシマシ 30th ANNIVERSARY
4:00 「映画ドラえもん のび太の宝島」公開記念 4:00 「映画ドラえもん のび太の宝島」公開記念
「アブセンシア
機動警察パトレイバー 4:00 「映画ドラえもん のび太の宝島」公開記念 4:00 ノンフィクションＷ シャルルの
4 TOUR “THE FIGHTING MAN”直前スペシャル
一挙放送だよ!史上最大の映画ドラえもんまつり
一挙放送だよ!史上最大の映画ドラえもんまつり
一挙放送だよ!史上最大の映画ドラえもんまつり
幻想の島 ～日本の祝祭とフランス人写真家～
～FBIの疑心～」
#1
5:00 生中継！
5:00 メガヒットレジェンド
映画ドラえもん のび太の魔界大冒険
映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争（リトル・スター・ウォーズ）
映画ドラえもん のび太と鉄人兵団 5:00 アカデミー賞への招待
5 エレファントカシマシ
▽4:00 #2
5:45 チア☆ダン
5:45 超絶NBAダイジェスト！#11 5:30 THE NEXT
5:45 超絶NBAダイジェスト！#11
しあわせの隠れ場所
めぐりあう時間たち
▽5:00 #3
30th ANNIVERSARY TOUR
～女子高生がチアダンス 6:00 旅とチーズ！チーズ！チーズ！#6
6:00 平日夜は最新映画！
GENERATION
6 “THE FIGHTING MAN”
▽6:00 #4
で全米制覇しちゃった 6:30 生中継！
パトレイバー 首都決戦
サクラダリセット 前篇
▽7:00 #5
FINAL
ホントの話～
7:15 速報！LPGA女子ゴルフツアー
ディレクターズカット
7:00 パク・ミニョン×
ポルノグラフィティ
7 （終了時間変更の場合あり） 7:30 フィギュアスケート アイスショー「インティミッシミ・
15th ライヴサーキット 7:45 TV初放送『美女と野獣』がやってくる！ 7:50 平日夜は最新映画！
イ・ドンゴン
「七日の王妃」#1
オン・アイス 2017」 荒川静香､ランビエール､プルシェンコ､ 8:00 平日夜は最新映画！
“BUTTERFLY EFFECT” 8:00 ドラマＷ
サクラダリセット 後篇
8:00 WE ARE X
8
▽8:10 #2
ボチェッリ、夢の競演 ～A Legend of Beauty～
王様のためのホログラム
（終了時間変更の場合あり）
食い逃げキラー
9:00 矢沢永吉 -Life- 完全版 9:00 BBC Earth リラックス・アニマルズ
〔PG12指定〕
9:25 週刊Hollywood Express
9 ～スペシャルインタビュー＆ライヴ～ ～魔法のカメラが映す素顔～#2 9:45 「連続ドラマＷ イノセント・デイズ」ガイド 9:45 ノンフィクションＷ
9:55 WOWOWイチオシ番組宣伝 9:50 速報！LPGA女子ゴルフツアー
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 リーサル・ウェポン
10:00 伊藤潤二『コレクション』 10:00 連続ドラマＷ
デヴィッド・ボウイの 10:00 BULL／ブル
10 バイバイ、ブラックバード 第五話 イノセント・デイズ 第一話 バイバイ、ブラックバード 第五話 愛した京都
[Ｒ15＋指定相当版]#11▽10:30 #12（終）
法廷を操る男#23（終）
バイバイ、ブラックバード 最終話（終）
Season２#6
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 真夜中の救命医 11:00 BBC Earth リラックス・アニマルズ 11:00 プリズン・ブレイク
11:00 ブラインドスポット３
11 法廷を操る男#23（終） Season２#6
イノセント・デイズ 第一話
ザ・ファイナル#10（終）
～魔法のカメラが映す素顔～#3
国際捜査班２#6
シーズン４
タトゥーの女#1
#14
0:00 スペインサッカー
0:00 メガヒット劇場
0:00 アメリカン・ダンス・ 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 真夜中の救命医
0:00 福田雄一×井上芳雄「グリーン＆ブラックス」#12
0 リーガ・エスパニョーラ
▽11:50 #15
イノセント・デイズ 第一話
ザ・ファイナル#10（終）
0:30 スターシップ・
LOGAN／ローガン
バトル２―予選編―
国際捜査班２#6
▽0:40 #16
〔Ｒ15＋指定〕
#5
第29節
1:05 北欧サスペンス「凍てつく楽園」 1:00 グレイズ・アナトミー13 1:00 グレイズ・アナトミー13
トゥルーパーズ
1 （変更の場合あり）
▽1:30 #17
▽0:45 #6
～真夏の宵の夢～ 第１話
#11
#18
▽1:30 #7（終）
▽2:20 #18
▽1:50 #12
▽1:45 #19
2:15 スペインサッカー
2:00 グレイズ・アナトミー13
2 リーガ・エスパニョーラ 2:30 バーフバリ 伝説誕生 2:20 グレイズ・アナトミー13 #6
▽2:40 #13
▽2:30 #20
▽3:10 #19
2:45 スターシップ・
▽3:30 #14
▽3:15 #21
▽2:50 #7
第29節
#1
〔Ｒ15＋指定〕
トゥルーパーズ２
3 （変更の場合あり）
▽3:40 #8
▽3:10 #2
〔Ｒ-15指定〕
3:10 ドラマＷ

4:30 徹底討論！「ツイン・ピークス 4:55 速報！LPGA女子ゴルフ 4:00 グレイズ・アナトミー13 4:30 グレイズ・アナトミー13 4:15 グレイズ・アナトミー13 4:00 グレイズ・アナトミー13 4:00 EXO PLANET #4 放送直前スペシャル

ワクワク

25（日）

26（月）

27（火）

28（水）

ワクワク

29（木）

ワクワク

30（金）

ワクワク

31（土）

4 4:30 「ツイン・ピークス The Return」のすべて The Return
ANAインスピレーション 第１日＜前半＞（終了時間変更あり）
リーガ・エスパニョーラ
「アブセンシア
のため、放送を休止い
第５章
～FBIの疑心～」
たします。
5:00 君と100回目の恋
5:15 超絶NBAダイジェスト！#12
第30節
5
▽5:15 第６章
#3
（変更の場合あり）
5:30 終の信託
▽6:15 第７章
▽5:10 #4
6:15 映画 ホタルノヒカリ
6:00 遺体 明日への十日間
6:00 ポストマン(1997)
〔PG12指定〕
6
▽7:15 第８章
▽6:05 #5
▽8:15 第９章
7:00 リーサル・ウェポン
7:00 任侠野郎
7 Season２#6
▽9:15 第10章
7:50 MARS
▽10:15 第11章
8:00 連続ドラマＷ
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
～ただ、君を愛してる～ 8:00 生中継！LPGA女子ゴルフ
8 イノセント・デイズ 第一話 ▽11:15 第12章
「適齢期惑々ロマンス～お父
「適齢期惑々ロマンス～お父
ツアー メジャー初戦！ANAイン
▽0:15 第13章
9:00 キングコング：
さんが変！？～」#51
さんが変！？～」 最終話（終）
スピレーション 第１日＜後半＞ 9:00 ブラインドスポット３
9 髑髏島の巨神
▽1:15 第14章
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
（終了時間変更の場合あり）
タトゥーの女#1
▽2:15 第15章
〔PG12指定〕
10:15 パク・ミニョン×
10:00 連続ドラマＷ
シーズン３#8
シーズン３#9
シーズン３#10
10
▽3:15 第16章
10:30 ちびまる子ちゃん
10:30 ちびまる子ちゃん
10:30 映画ちびまる子ちゃん
バイバイ、ブラックバード 最終話（終）
イ・ドンゴン
▽4:15 第17章
「七日の王妃」
11:00 ゴーストバスターズ２
11:00 恋妻家宮本
大野君と杉山君
わたしの好きな歌
イタリアから来た少年
11
▽5:15 第18章（終）
#1

▽11:25 #2
0:10 ビバリーヒルズ・コップ 0:10 ビバリーヒルズ・コップ２ 0:10 ビバリーヒルズ・コップ３
0
［吹替補完版］
0:35 風に立つライオン
1:00 メガヒット劇場
1:00 Little Glee Monster
1 追憶(2017)
Arena Tour 2018
- juice !!!!! 2:00 クリミナル・マインド 2:00 ナイトシフト４ 真夜中の救命医 2:00 WHO I AM 格闘球技 最強軍団の
2 2:45 映画 聲の形
ザ・ファイナル#10（終）
“危険な重戦車”：ライリー・バット
2:45 邦楽BREAK
国際捜査班２#6
3:00 連続ドラマＷ
3:00 連続ドラマＷ
3:00 連続ドラマＷ
3:00 連続ドラマＷ
3:00 WOWOWプレミア
3
コールドケース ～真実の扉～#5
コールドケース ～真実の扉～#6
コールドケース ～真実の扉～#7
コールドケース ～真実の扉～#8
クライムサスペンス
「アブセンシア
4:00 「映画ドラえもん のび太の宝島」公開記念 4:00 「映画ドラえもん のび太の宝島」公開記念 4:00 「映画ドラえもん のび太の宝島」公開記念 4:00 BBC Earth リラックス・アニマルズ
4
～FBIの疑心～」#6
一挙放送だよ!史上最大の映画ドラえもんまつり
一挙放送だよ!史上最大の映画ドラえもんまつり
一挙放送だよ!史上最大の映画ドラえもんまつり
～魔法のカメラが映す素顔～#5
×
▽4:00 #7
5:00 ユーミン 帝劇
映画ドラえもん のび太と竜の騎士
映画ドラえもん のび太のパラレル西遊記
映画ドラえもん のび太の日本誕生 5:00 アカデミー賞への招待
5 朝陽の中で微笑んで
▽5:00 #8
5:45 ソルト
5:45 メッセージ・イン・ア 5:45 吉田類の「今宵、ほろ
オール・アバウト・
▽6:00 #9
マイ・マザー
6:15 ミッション：８ミニッツ
・ボトル
酔い酒場で」
6
▽7:00 #10（終）
〔PG12指定〕
6:45 速報！LPGA女子ゴルフツアー
7:15 チェ・ジウ×
7:00 パク・ミニョン×
7
7:55 速報！LPGA女子ゴルフツアー 7:30 クール・ランニング
7:50 TV初放送『美女と野獣』がやってくる！
ミンホ(SHIN)
イ・ドンゴン
「七日の王妃」#3
8:10 イップ・マン 継承
8:00 平日夜は最新映画！
8:00 平日夜は最新映画！
「世界でもっとも美しい
8:00 BABYMETAL LEGEND
8
▽8:10 #4
別れ」#1
続・深夜食堂
追憶(2017)
- S - 洗礼の儀 ▽8:30 #2
9:10 平日夜は最新映画！
9:20 週刊Hollywood Express 9:15 「去年の冬、きみと別れ」ガイド
9
9:45 超絶NBAダイジェスト！#12 9:45 「連続ドラマＷ イノセント・デイズ」ガイド 9:50 洋楽BREAK
9:30 旅とチーズ！チーズ！チーズ！#7
ヘイル、シーザー！
10:00 連続ドラマＷ
10:00 ブラインドスポット３ 10:00 リーサル・ウェポン
10:00 連続ドラマＷ
10:00 『コレクション』[Ｒ15＋指定相当版]#12（終） 10:00 連続ドラマＷ
10 イノセント・デイズ 第二話 バイバイ、ブラックバード 最終話（終）
10:30 「重神機パンドーラ」放送直前スペシャル！
闇の伴走者～編集長の条件 Episode 1
タトゥーの女#1
Season２#7
11:00 連続ドラマＷ
11:00 クリミナル・マインド 11:00 BBC Earth リラックス・アニマルズ 11:00 ドラマＷ
11:00 リーサル・ウェポン
11:00 プリズン・ブレイク
11:00 ブラインドスポット３
11 Season２#7
イノセント・デイズ 第二話
～魔法のカメラが映す素顔～#4
国際捜査班２#7
この街の命に
シーズン４
タトゥーの女#2
#20
0:00 アメリカン・ダンス・ 0:00 不夜城
0:00 クリミナル・マインド
0:00 ツイン・ピークス
0:00 スターシップ・
0 The Return
▽11:50 #21
0:45 生中継！
バトル２#1
国際捜査班２#7
トゥルーパーズ３
▽0:40 #22
第１章
〔Ｒ-15指定〕
1:00 WHO I AM 元陸軍兵 ３度の世界
LPGA女子ゴルフツアー
1 ▽1:15 第２章
▽1:40 #23
メジャー初戦！
1:30 リプレイスメント
女王：メリッサ・ストックウェル
▽2:15 第３章
▽2:30 #24（終）
ANAインスピレーション
2:15 クライムサスペンス
2:00 放送機器の点検・保守
2:00 スターシップ・
～全てを奪う女～
2 ▽3:15 第４章
第１日＜前半＞
#1
「アブセンシア
のため、放送を休止い
トゥルーパーズ
▽2:30 #2
～FBIの疑心～」#1
たします。
インベイジョン
（終了時間変更の場合あり） 3:30 スペインサッカー リーガ・
3
▽3:30 #3（終）
▽3:15 #2
エスパニョーラ 第30節（変更の場合あり） 3:30 旅とチーズ！チーズ！チーズ！#8
4:25 速報！LPGA女子ゴルフツアー 4:15 ツイン・ピークス

4:30 珍遊記

4:15 クライムサスペンス

ワクワク

2:00 放送機器の点検・保守 0:45 生中継！LPGA女子ゴルフツアー メジャー初戦！ 3:30 スペインサッカー

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 2 月 2 日現在の情報です。

