２０１８ 年 4 月 月 間 番 組 表
1（日）

2（月）

3（火）

1日（日）～16日（月）

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 メジャー初戦！ANAイン
#7▽4:50 #8
４話
世界一安全な戦場
〔PG12指定〕
闇の伴走者
Book of the Atlantic
▽5:20 #9
▽5:00 最終話（終）
Episode 5（終）
スピレーション 第２日
5:15 イエスマン “YES”は
5:00 君と100回目の恋
5:15 エアベンダー
5 5:30 生中継！
▽5:50 #10（終）
5:55 「連続ドラマＷ イノセント・デイズ」ガイド
5:35 ドント・スクリーム
5:45 ナイスガイズ！
人生のパスワード
6:00 ノンフィクションＷ 18歳、夢への挑戦  世界最大
6:20 極上のチーズ！
エキサイトマッチ
〔PG12指定〕
6 ジョシュアvsパーカー
のサッカー・スカウトツアーに挑む高校３年生
チーズ！チーズ！#1
ヘビー級3団体統一戦 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
7:00 韓国ホームドラマ
7:00 リーサル・ウェポン
7 （終了時間変更の場合あり） 「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#1 「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#2 「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#3 「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#4 「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#5 7:45 週刊テニスNAVI#1
Season２#8
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
8:00 連続ドラマＷ
8:00 連続ドラマＷ
8 Season２#7
闇の伴走者～編集長の条件 Episode 1
イノセント・デイズ 第三話
「名前のない女」#1
「名前のない女」#3
「名前のない女」#5
「名前のない女」#7
「名前のない女」#9
▽8:55 #2
▽8:55 #4
▽8:55 #6
▽8:55 #8
▽8:55 #10
9:00 連続ドラマＷ
9:00 ブラインドスポット３ 9:00 夜は短し歩けよ乙女
9 イノセント・デイズ 第二話 9:35 プリズン・ブレイク 9:35 プリズン・ブレイク 9:35 プリズン・ブレイク 9:35 プリズン・ブレイク 9:35 パク・ミニョン×
タトゥーの女#2
10:00 ゴーストバスターズ
10:00 エル・マリアッチ
シーズン３#11
シーズン３#12
シーズン３#13（終）
シーズン４#1
イ・ドンゴン
10 (2016)
「七日の王妃」#3
10:30 ストライクバック４： 10:30 ストライクバック４： 10:30 ストライクバック４： 10:30 銘酒誕生物語 至極の酒：群馬編
10:45 ラ・ラ・ランド
▽10:45 #4
11:00 クロコダイル・
ラストミッション
ラストミッション
ラストミッション
11
#1
#4
#8
11:55 「連続ドラマＷ イノセント・デイズ」ガイド 11:30 デスペラード
ダンディー
▽11:30 #2
▽11:20 #5
▽11:25 #9
［吹替補完版］
0:00 やっぱり大好き！SUITS／スーツ
0:00 ブレイブハート
0 0:20 SUITS／スーツ７#1
▽0:20 #3
▽0:15 #6
▽0:20 #10（終）
0:45 クロコダイル・
▽1:05 #7
1:10 やっぱり大好き！プリズン・ブレイク 1:15 斎藤工×板谷由夏 映画工房
1:15 ９か月
1:00 メガヒット劇場
ダンディー２
1 1:30 プリズン・ブレイク シーズン５#1 1:30 アメリカン・ダンス・
［吹替補完版］
1:30 レジェンド・オブ・
22年目の告白
－私が殺人犯です－
2:15 やっぱり大好き！ブラインドスポット
2:00 クリミナル・マインド
バトル２#1
メキシコ／デスペラード
2 2:35 ブラインドスポット３ タトゥーの女#1
2:40 洋楽BREAK
国際捜査班２#7
3:20 やっぱり大好き！シェイムレス 3:00 連続ドラマＷ
3:00 連続ドラマＷ
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
3:15 ちびまる子ちゃん
3:00 湯を沸かすほどの熱い愛
3 3:40 シェイムレス７
コールドケース ～真実の扉～#9
コールドケース ～真実の扉～#10（終）
連続ドラマＷ 監査役 野崎修平 第一話
連続ドラマＷ 監査役 野崎修平 第二話
連続ドラマＷ 監査役 野崎修平 第三話
大野君と杉山君
4:00 映画ドラえもん
4:00 映画ドラえもん
4:00 映画ドラえもん
4:00 週刊Hollywood Express
俺たちに恥はない#1 4:00 映画ドラえもん
4 4:40 やっぱり大好き！グレイズ・アナトミー のび太とアニマル惑星
のび太のドラビアンナ
のび太と雲の王国
のび太とブリキの迷宮 4:30 アカデミー賞への招待 4:50 ちびまる子ちゃん
（プラネット）
イト
（ラビリンス）
5:05 グレイズ・アナトミー14#1

5:15 絶賛放送中！「グッド・ドクター」
ハート・ロッカー
わたしの好きな歌
5 5:50 今日から大好き！グッド・ドクター 5:45 インデペンデンス・ 5:45 速報！LPGA女子ゴルフツアー 5:45 ワイルドガン
〔PG12指定〕
5:45 トッド・ソロンズの
5:30 13デイズ
6:20 グッド・ドクター
6:25 映画ちびまる子ちゃん
デイ：リサージェンス 6:00 エネミー・ライン
子犬物語
6 名医の条件#1
6:45 「プリズン・ブレイク」徹底ガイド
イタリアから来た少年
7:05 やっぱり大好き！海外ドラマ
7:20 『のみとり侍』公開記念ナビ番組 7:15 チェ・ジウ×
7:00 パク・ミニョン×
7 7:30 メガヒット劇場
7:50 「プリズン・ブレイク」徹底ガイド 7:50 映画『友罪』公開記念特番 7:30 平日夜は最新映画！
ミンホ(SHIN)
イ・ドンゴン
「七日の王妃」#5
8:00 平日夜は最新映画！
8:00 銘酒誕生物語 至極の酒：奈良編
「世界でもっとも美しい
8:00 追憶(2017)
8:00 ファミリーシアター
スパイダーマン：
スパイダーマン：
8 ホームカミング
▽8:10 #6
ホームカミング
別れ」#3
スマーフ スマーフェット
8:30 平日夜は最新映画！
ピーチガール
▽8:30 #4（終）
と秘密の大冒険
9:20 『のみとり侍』公開記念ナビ番組
夜に生きる
9 9:50 映画「孤狼の血」のすべて
〔PG12指定〕
9:55 映画『友罪』公開記念特番
9:30 重神機パンドーラ#1 9:50 映画『友罪』公開記念特番 9:45 オトナになっても、ドラえもん#1
10:00 連続ドラマＷ
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 グッド・ドクター
10:00 連続ドラマＷ
10:00 連続ドラマＷ
10 イノセント・デイズ 第三話 闇の伴走者～編集長の条件 Episode 1 10:45 超絶NBAダイジェスト！#13
闇の伴走者～編集長の条件 Episode 2
イノセント・デイズ 第四話
タトゥーの女#2
Season２#8
名医の条件#1
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 グレイズ・アナトミー14 11:00 グッド・ドクター
11:00 プリズン・ブレイク
11:00 ブラインドスポット３ 11:00 リーサル・ウェポン
11 Season２#8
イノセント・デイズ 第三話
#1
国際捜査班２#8
名医の条件#1
シーズン５#1
タトゥーの女#3
Season２#9
0:00 アメリカン・ダンス・ 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 国際捜査班２#8 0:00 グレイズ・アナトミー14 0:00 ザ・コンサルタント
0:00 アメリカン・ヒーロー 0:00 連続ドラマＷ
0 バトル２#1
闇の伴走者～編集長の条件 Episode 1 0:50 「重神機パンドーラ」放送直前スペシャル！
#1
〔PG12指定〕
バトル２#2
ふたがしら２
第壱話
1:00 連続ドラマＷ 闇の伴走者 1:20 黒執事 Book of Circus 1:00 黒執事 Book of Murder
1 1:30 連続ドラマＷ 春が来た 1:30 ハードコア
#1▽1:50 #2
▽0:55 第弐話
Episode 1
上巻
1:30 ドラマＷ
▽2:20 #3
▽1:50 第参話
１話▽2:25 ２話
▽1:55 Episode 2
▽2:00 下巻
2:20 絶賛放送中！「グッド・ドクター」
〔Ｒ15＋指定〕
食い逃げキラー
2 ▽3:15 ３話
▽2:50 Episode 3
▽2:50 #4
▽2:45 第四話
2:40 斎藤工×板谷由夏 映画工房
▽4:05 ４話
▽3:45 Episode 4
▽3:20 #5
▽3:40 最終話（終）
3:15 白い闇の女
3:15 劇場版 黒執事
3:00 X－MEN：アポカリプス 3:30 アイ・イン・ザ・スカイ
3 ▽5:00 最終話（終）
▽4:40 Episode 5（終）
▽3:50 #6
世界一安全な戦場
〔PG12指定〕
Book of the Atlantic
3:30 LPGA女子ゴルフツアー 4:05 連続ドラマＷ 春が来た 3:15 白い闇の女

9（月）

10（火）

11（水）

4:40 連続ドラマＷ

12（木）

4:20 黒執事 Book of Circus 3:15 劇場版 黒執事

13（金）

14（土）

3:00 X－MEN：アポカリプス 3:30 アイ・イン・ザ・スカイ

15（日）

16（月）

4 オブ・ギャラクシー：
[Ｒ15＋指定相当版]#5▽4:35 #6
中国～女性監督ホアン・ジーの闘い～
4:20 A.E. アポカリプス・
ミンホ(SHIN)
〔Ｒ15＋指定〕
リミックス
5:00 ミスター・ノーボディ
5:00 スノーホワイト／
「世界でもっとも美しい 5:15 キング・ホステージ
アース
5
5:55 トリプルＸ：再起動
5:45 映画『友罪』公開記念特番
別れ」#3
氷の王国
▽5:15 #4（終）
6:15 ノンフィクションＷ 48時間で映画を
6:00 リーサル・ウェポン Season２#9
6
6:45 超絶NBAダイジェスト！#14
作れ！ ～７万人が競うカンヌへの切符～
6:50 プレーオフ開幕！
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
7:00 韓国ホームドラマ
NBAバスケットボール 7:00 韓国ホームドラマ
7 「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#6 「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#7 「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#8 「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#9 「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#10 7:45 週刊テニスNAVI#2
注目の東西1回戦を放送
「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#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 連続ドラマＷ
★放送カードの最新情報は
8:15 韓国ホームドラマ
8 「名前のない女」#11
WOWOW NBAオンラインへ
闇の伴走者～編集長の条件 Episode 2
「名前のない女」#13
「名前のない女」#15
「名前のない女」#17
「名前のない女」#19
「名前のない女」#21
▽8:55 #12
▽8:55 #14
▽8:55 #16
▽8:55 #18
▽8:55 #20
▽8:55 #22
wowow.bs/nba
9:00 ブラインドスポット３
9 9:35 プリズン・ブレイク 9:35 プリズン・ブレイク 9:35 プリズン・ブレイク 9:35 邦楽BREAK
9:35 パク・ミニョン×
（終了時間変更の場合あり） 9:35 プリズン・ブレイク
タトゥーの女#3
10:00 生中継！LPGA女子ゴルフ
10:00 ピーチガール
シーズン４#2
シーズン４#3
シーズン４#4
イ・ドンゴン
シーズン４#5
10 10:30 天使と悪魔
「七日の王妃」#5
10:30 キング・コング
10:30 スパルタンＸ
10:30 セブン［吹替補完版］
ツアー〈ハワイ〉
▽10:45 #6
［エクステンデッド版］
ロッテ選手権 第１日
11:00 番組未定
［特別版］（2005）
11
（終了時間変更の場合あり）
0:25 サイクロンＺ
0:15 王様のためのホログラム 0:00 恋妻家宮本
0:00 サロゲート
0
〔PG12指定〕
0:45 週刊Hollywood Express
1:00 洋楽BREAK
1:15 『のみとり侍』公開記念ナビ番組
1 1:30 アメリカン・ダンス・ 1:55 映画「孤狼の血」のすべて
1:30 アメリカン・ダンス・
1:30 イップ・マン 序章
2:00 クリミナル・マインド 2:00 グレイズ・アナトミー14 2:00 グッド・ドクター
2:00 プリズン・ブレイク
バトル２#2
バトル２#3
2
#1
国際捜査班２#8
名医の条件#1
シーズン５#1
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
3:00 ドラマＷアンコール
3:00 ドラマＷアンコール
3:20 イップ・マン 葉問
3:00 連続ドラマＷ
3 連続ドラマＷ 監査役 野崎修平 第四話 連続ドラマＷ 監査役 野崎修平 第五話 連続ドラマＷ 監査役 野崎修平 第六話 連続ドラマＷ 監査役 野崎修平 第七話 連続ドラマＷ 監査役 野崎修平 最終話（終）
イノセント・デイズ 第四話
北斗 -ある殺人者の回心- 第一話
4:00 映画ドラえもん
4:00 映画ドラえもん
4:00 映画ドラえもん
4:00 映画ドラえもん
4:00 週刊Hollywood Express
4:00 WOWOWディズニー・スペシャル 4:00 映画ドラえもん
4 のび太と夢幻三剣士
ようこそ『美女と野獣』の世界へ
のび太の創世日記
のび太と銀河超特急
のび太のねじ巻き都市 4:30 アカデミー賞への招待
のび太の南海大冒険
▽4:00 TV初放送！
（エクスプレス）
（シティー）冒険記



フェリーニのアマルコ 5:10 イップ・マン 継承
5 5:45 デジャヴ
ルド
5:45 デイライト
5:45 しあわせの隠れ場所
5:45 速報！LPGA女子ゴルフツアー
『美女と野獣』完全ナビ 5:40 見逃せない！『美女と野獣』
▽4:30 美女と野獣(1991) 6:00 アーサーとミニモイの
6:00 メッセージ(2016)
6
▽6:00 メガヒット劇場
6:45 速報！LPGA女子ゴルフツアー
不思議な国
7:00 パク・ミニョン×
7:00 超絶！2018NBAプレーオフ
美女と野獣(2017)
7 7:55 映画「孤狼の血」のすべて 7:45 斎藤工×板谷由夏 映画工房
紹介SP 王者の強さを探る旅
イ・ドンゴン
「七日の王妃」#7
8:00 ガルム・ウォーズ
8:00 平日夜は最新映画！
8:00 平日夜は最新映画！
8:00 平日夜は最新映画！
8:00 メガヒットレジェンド 8:15 ファミリーシアター
8:00 平日夜は最新映画！
8
▽8:10 #8
家族はつらいよ２
ルドルフとイッパイア
22年目の告白
白雪姫と鏡の女王
ルドルフとイッパイア
HK／変態仮面
ッテナ
－私が殺人犯です－
ッテナ
9:20 「連続ドラマＷ イノセント・デイズ」ガイド
アブノーマル・クライシス
9 9:35 『のみとり侍』公開記念ナビ番組
9:40 「プリズン・ブレイク」徹底ガイド
9:30 重神機パンドーラ#2 9:55 映画『友罪』公開記念特番 9:50 「プリズン・ブレイク」徹底ガイド
10:00 連続ドラマＷ
10:00 プリズン・ブレイク
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 グッド・ドクター
10:00 連続ドラマＷ
10:00 連続ドラマＷ
10 闇の伴走者～編集長の条件 Episode 2 シーズン５#1
闇の伴走者～編集長の条件 Episode 3
闇の伴走者～編集長の条件 Episode 3
イノセント・デイズ 第五話
タトゥーの女#3
Season２#9
名医の条件#2
11:00 連続ドラマＷ
11:00 クリミナル・マインド 11:00 グレイズ・アナトミー14 11:00 グッド・ドクター
11:00 連続ドラマＷ
11:00 プリズン・ブレイク
11:00 ブラインドスポット３ 11:00 リーサル・ウェポン
11 イノセント・デイズ 第四話 国際捜査班２#9
#2
イノセント・デイズ 第五話
名医の条件#2
シーズン５#2
タトゥーの女#4
Season２#10
0:00 アメリカン・ダンス・ 0:00 グッド・ドクター
0:00 クリミナル・マインド 国際捜査班２#9 0:00 グレイズ・アナトミー14 0:00 エクス・マキナ
0:00 連続ドラマＷ
0:00 おじいちゃんはデブゴン 0:00 アメリカン・ダンス・
0 バトル２#3
0:50 重神機パンドーラ#1
#2
名医の条件#1
バトル２#4
〔Ｒ15＋指定〕
イノセント・デイズ
〔Ｒ15＋指定〕
第一話
1:00 SUITS／スーツ７#1 1:20 ムーンライト
1:00 シェイムレス７
1 1:30 チェ・ジウ×
▽1:00 第二話
1:50 グレイズ・アナトミー14
1:45 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#2 1:30 シェイムレス７
〔Ｒ15＋指定〕
俺たちに恥はない#1
▽1:55 第三話
#1
2:00 プリズン・
2:00 バイオハザード：
2:15 オトナになっても、ドラえもん#1
ミンホ(SHIN)
俺たちに恥はない#1
2 「世界でもっとも美しい 2:40 プリズン・ブレイク シーズン５#1
▽2:50 第四話
2:30 伊藤潤二『コレクション』[Ｒ15＋ 2:30 伊藤潤二『コレクション』[Ｒ15＋
エクスペリメント
ザ・ファイナル
別れ」#1▽2:45 #2
指定相当版]#7▽2:55 #8▽3:20 #9
指定相当版]#1▽2:55 #2▽3:20 #3
〔PG12指定〕
3:25 シェイムレス７
3:15 ダーティ・グランパ
3 ▽4:00 #3▽5:15 #4（終） 俺たちに恥はない#1
▽3:45 #10▽4:10 #11▽4:35 #12（終）
▽3:45 #4▽4:10 #5▽4:35 #6
3:45 ソルト
〔Ｒ15＋指定〕
4:40 ガーディアンズ・

4:00 チェ・ジウ×

4:25 ノンフィクションＷ 独立系映画が映す 3:15 ダーティ・グランパ

4:05 素顔のままで

4:00 『のみとり侍』公開記念ナビ番組 3:45 ソルト

4:10 伊藤潤二『コレクション』

●［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 3 月 2 日現在の情報です。

２０１８ 年 4 月 月 間 番 組 表
17（火）

18（水）

19（木）

26（木）

27（金）

17日（火）～30日（月）

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 [Ｒ15＋指定相当版]#11▽4:35 #12（終） ランジェリー・フットボール物語
「アブセンシア～FBIの 4:40 ファンタスティック・
〔Ｒ15＋指定〕
#6
#14
▽5:00 #7
▽5:00 #15
疑心～」#5
5:00 男と女(2016)
5:00 エブリバディ・ウォンツ
ビーストと魔法使いの旅 5:15 週刊Hollywood Express
5 〔PG12指定〕
▽5:50 #8
▽5:50 #16（終）
▽5:30 #6
・サム!! 世界はボクらの
5:45 ジャック・リーチャー
▽6:15 #7
手の中に
NEVER GO BACK
6
〔PG12指定〕
6:40 速報！LPGA女子ゴルフツアー 6:40 斎藤工×板谷由夏 映画工房 6:30 邦楽BREAK
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
7:00 リーサル・ウェポン
7:00 韓国ホームドラマ
7:00 韓国ホームドラマ
7 「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#12 「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#13 「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#14 「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#15 7:45 週刊テニスNAVI#3
「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#16
「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#17
Season２#10
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 連続ドラマＷ
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
8 「名前のない女」#23
闇の伴走者～編集長の条件 Episode 3
イノセント・デイズ 第五話
「名前のない女」#25
「名前のない女」#27
「名前のない女」#29
「名前のない女」#31
「名前のない女」#33
▽8:55 #24
▽8:55 #26
▽8:55 #28
▽8:55 #30
▽8:55 #32
▽8:55 #34
9:00 ブラインドスポット３ 9:00 おっぱいバレー
9 9:35 プリズン・ブレイク 9:35 プリズン・ブレイク 9:35 プリズン・ブレイク 9:35 LPGA女子ゴルフツアー タトゥーの女#4
9:35 プリズン・ブレイク
9:35 プリズン・ブレイク
〈ロサンゼルス〉ヒューゲルJTBC 10:00 BBC Earth 2018
シーズン４#6
シーズン４#7
シーズン４#8
シーズン４#9
シーズン４#10
10 10:30 怪盗グルーの月泥棒 10:30 パク・ミニョン× 10:30 パク・ミニョン×
ロサンゼルス・オープン 第１日
動物たちから見た世界#1 10:45 映画「孤狼の血」のすべて 10:30 ジュード・ロウ主演
10:30 ジュード・ロウ主演
（終了時間変更の場合あり） 11:00 LPGA女子ゴルフツアー 11:00 ファミリー・ツリー
イ・ドンゴン
イ・ドンゴン
「ピウス13世
「ピウス13世
11
「七日の王妃」#1
「七日の王妃」#4
美しき異端児」
美しき異端児」
11:35 パク・ミニョン×
〈ロサンゼルス〉ヒューゲルJTBC
▽11:40 #2
▽11:40 #5
第１章
第４章
0:10 怪盗グルーのミニオン
ロサンゼルス・オープン 第２日
イ・ドンゴン
0 危機一発
▽0:50 #3
▽0:50 #6
▽11:30 第２章
▽11:30 第５章
「七日の王妃」#7
（終了時間変更の場合あり）
▽0:30 第３章
▽0:30 第６章
▽0:45 #8
1:00 ロビン・フッド(2010) 1:00 メガヒット劇場
1 1:50 見逃せない！『美女と野獣』
1:30 アメリカン・ダンス・ 1:30 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#5
昼顔(2017)
2:00 クリミナル・マインド 2:00 グレイズ・アナトミー14 2:00 グッド・ドクター
2:00 プリズン・ブレイク
2:00 クリミナル・マインド
バトル２#4
2 国際捜査班２#9
#2
名医の条件#2
シーズン５#2
国際捜査班２#10
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
3:15 ノンフィクションＷ 祖国へ捧げるバレエ 3:00 ドラマＷアンコール
3:00 ドラマＷアンコール
3 北斗 -ある殺人者の回心- 第二話 北斗 -ある殺人者の回心- 第三話 北斗 -ある殺人者の回心- 第四話 北斗 -ある殺人者の回心- 最終話（終） 3:30 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#4
“世界のプリマ”ニーナ・アナニアシヴィリの道
連続ドラマＷ 海に降る 第一話
連続ドラマＷ 海に降る 第二話
4:00 映画ドラえもん
4:00 映画ドラえもん
4:00 映画ドラえもん
4:00 週刊Hollywood Express 4:00 WOWOWディズニー・スペシャル 4:00 WOWOWディズニー・スペシャル 4:00 映画ドラえもん
4:00 映画ドラえもん
4 のび太の宇宙漂流記
ようこそ『美女と野獣』の世界へ
ようこそ『美女と野獣』の世界へ
のび太の太陽王伝説
のび太と翼の勇者たち 4:45 洋楽BREAK
のび太とロボット王国
のび太とふしぎ風使い
▽4:00 ディズニー・
▽4:00 塔の上のラプン
（キングダム）



5:00 アカデミー賞への招待

5 5:45 超絶NBAダイジェスト！#15 5:45 オトナになっても、ドラえもん#2 5:45 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#3 エターナル・サンシャイン
5:30 プリズン・エクスペリ 5:30 激流(1994)
ショートフィルム・
ツェル
▽5:45 TV初放送！
コレクション
6:00 アーサーと魔王マルタ 6:00 アーサーとふたつの
6:15 吹替で楽しむ！
メント
6 ザールの逆襲
▽5:45 モアナと伝説の海
「美女と野獣」スペシャル 6:55 映画「孤狼の血」のすべて
『美女と野獣』完全ナビ
世界の決戦
▽7:45 魔法にかけられて
▽6:15 シンデレラ

美女と野獣(1991)
7:00 パク・ミニョン×
7 7:45 『のみとり侍』公開記念ナビ番組 7:45 邦楽BREAK
7:45 吹替で楽しむ！
7:45 速報！LPGA女子ゴルフツアー 7:30 速報！LPGA女子ゴルフツアー
イ・ドンゴン
(1950)
▽7:45 シンデレラ
「七日の王妃」#9
8:00 平日夜は最新映画！
8:00 平日夜は最新映画！
「美女と野獣」スペシャル
8:00 平日夜は最新映画！
8:00 平日夜は最新映画！
8 バーニング・オーシャン 追憶の森
▽8:10 #10
平日夜は最新映画！
(2015)
Ｌ－エル－
皆はこう呼んだ、
美女と野獣(2017)
鋼鉄ジーグ
9:25 速報！LPGA女子ゴルフツアー
9
〔PG12指定〕
9:30 重神機パンドーラ#3 9:40 速報！LPGA女子ゴルフツアー 9:45 オトナになっても、ドラえもん#2 9:55 映画「孤狼の血」のすべて
10:00 プリズン・ブレイク
10:00 ブラインドスポット３ 10:00 リーサル・ウェポン
10:00 グッド・ドクター
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 プリズン・ブレイク
10 シーズン５#2
闇の伴走者～編集長の条件 Episode 4
イノセント・デイズ 最終話（終）
闇の伴走者～編集長の条件 Episode 4
タトゥーの女#4
Season２#10
名医の条件#3
シーズン５#3
11:00 クリミナル・マインド 11:00 グレイズ・アナトミー14 11:00 グッド・ドクター
11:00 プリズン・ブレイク シーズン５#3 11:00 ブラインドスポット３ 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 国際捜査班２#10
11:50 連続ドラマＷ
#3
イノセント・デイズ 最終話（終）
名医の条件#3
タトゥーの女#5
Season２#11
国際捜査班２#11
0:00 重神機パンドーラ#1 0:00 クリミナル・マインド 国際捜査班２#10 0:00 グレイズ・アナトミー14
闇の伴走者～編集長の条件 0:00 SUITS／スーツ５#1 0:00 SUITS／スーツ５#9 0:00 アメリカン・ダンス・ 0:00 マンマ・ミーア！
0 0:35 ブラインドスポット３ 0:50 重神機パンドーラ#2
▽0:50 #2
▽0:50 #10
#3
Episode 1
バトル２#5
▽1:40 #3
▽1:40 #11
▽0:50 Episode 2
1:20 クライムサスペンス
1:00 シェイムレス７
タトゥーの女#1
1 ▽1:30 #2
▽1:45 Episode 3
▽2:30 #4
▽2:30 #12
「アブセンシア～FBIの
1:30 シェイムレス７
俺たちに恥はない#2
▽2:20 #3
▽3:20 #5
▽3:20 #13
疑心～」#1
2:00 クライムサスペンス
俺たちに恥はない#2 2:00 連続ドラマＷ
2 ▽3:10 #4
▽4:10 #6
▽4:10 #14
▽2:15 #2
「アブセンシア～FBIの 2:40 LOGAN／ローガン
2:30 Ｔ２ トレインスポッ
沈まぬ太陽［第１部］第１話
▽3:05 #3
▽5:00 #7
▽5:00 #15
疑心～」#8▽2:50 #9
3:00 ザ・ミッシング
〔Ｒ15＋指定〕
ティング
3
▽3:55 #4
▽5:50 #8
▽5:50 #16（終）
▽3:40 #10（終）
〔Ｒ15＋指定〕
～囚われた少女～#1
4:10 伊藤潤二『コレクション』 4:00 ノンフィクションＷ 吠えろ美女軍団！ 4:40 クライムサスペンス

25（水）

4:30 邦楽BREAK

28（土）

2:40 LOGAN／ローガン

29（日）

4:10 SUITS／スーツ５

4:10 SUITS／スーツ５

4:30 ニューイヤーズ・イブ

30（月）

4 ～囚われた少女～
「埋もれる殺意」
「埋もれる殺意」
のため、放送を休止い
～囚われた少女～
ドルフィン・マン
#2
たします。
#7
～39年目の真実～#6（終）
～26年の沈黙～#6（終）
～ジャック・マイヨール、
5 ▽5:10 #3
▽5:00 #8（終）
5:30 幸せになるための27の 5:40 オトナになっても、ドラえもん#1
蒼く深い海へ
6:15 ノンフィクションＷ ノリウッドムービーができる
6:00 ノンフィクションＷ ヒッチコック幻の
6:00 リーサル・ウェポン
6:00 ラグビー
ドレス
6 まで。 ナイジェリア“世界一の映画都市”夢と熱
映画 ～最期に仕掛けたサスペンス～
フランスリーグ TOP14
Season２#11
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 生中継！LPGA女子ゴルフツアー
第25節
7 「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#18 「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#19 「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#20 7:45 週刊テニスNAVI#4
（変更の場合あり）
〈サンフランシスコ〉大会名未定 第３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
8:00 生中継！LPGA女子ゴルフ 8:00 連続ドラマＷ
8:15 韓国ホームドラマ
8 「名前のない女」#35
ツアー〈サンフランシスコ〉
イノセント・デイズ 最終話（終）
「名前のない女」#37
「名前のない女」#39
「名前のない女」#41
▽8:55 #36
▽8:55 #38
▽8:55 #40
▽8:55 #42
大会名未定 第２日
9:00 HK／変態仮面
9 9:35 プリズン・ブレイク 9:35 プリズン・ブレイク 9:35 LPGA女子ゴルフツアー （終了時間変更の場合あり） 〔PG12指定〕
9:35 アメリカン・ダンス・
〈サンフランシスコ〉 10:00 BBC Earth 2018
シーズン４#11
シーズン４#12
バトル２#5
10 10:30 ジュード・ロウ主演 10:30 ジュード・ロウ主演
大会名未定 第１日
動物たちから見た世界#2 10:50 HK／変態仮面
（終了時間変更の場合あり） 11:00 連続ドラマＷ
アブノーマル・クライシス 11:00 キングコング：
「ピウス13世 美しき
「ピウス13世 美しき
11 異端児」第７章
異端児」第９章
11:35 パク・ミニョン×
闇の伴走者～編集長の条件 Episode 4
髑髏島の巨神
▽11:30 第８章
▽11:30 第10章（終）
〔PG12指定〕
0:00 ブラインドスポット３
イ・ドンゴン
0 0:30 ザ・ボーダーライン 0:30 サイコパス 地下戦慄
「七日の王妃」#9
タトゥーの女#5
▽0:45 #10
1:00 ブロードチャーチ３
1:00 ブロードチャーチ３
1:00 メガヒット劇場
合衆国国境警備隊
1
東京喰種 トーキョーグール
～殺意の町～ 最終章
～殺意の町～ 最終章
#5
#1
2:00 グレイズ・アナトミー14 2:00 グッド・ドクター
2:00 プリズン・ブレイク
〔PG12指定〕
2 #3
▽2:00 #6
▽2:00 #2
名医の条件#3
シーズン５#3
▽3:00 #7
▽3:00 #3
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 連続ドラマＷ 海に降る 第三話 連続ドラマＷ 海に降る 第四話 連続ドラマＷ 海に降る 第五話 ▽4:00 #4
▽4:00 #8（終）
3:30 フィギュアスケート アイスショー「インティミッシミ・オン・
4:00 映画ドラえもん
4:00 映画ドラえもん
4:00 週刊Hollywood Express
アイス 2017」 荒川静香､ランビエール､プルシェンコ､
4 のび太のワンニャン時
4:30 極上のチーズ！チーズ！チーズ！#6
ボチェッリ、夢の競演 ～A Legend of Beauty～
のび太の恐竜2006
空伝
5:00 アカデミー賞への招待 5:00 トランスフォーマー／ 5:00 家族はつらいよ
5:00 フィギュアスケート アイスショー
5 5:45 ブラック・バタフライ
ドライビングMISSデイ
「カーニバル・オン・アイス 2016」
ダークサイド・ムーン
6:00 NUMB ナム 極限の争奪戦
ジー
6:00 ノンフィクションＷ フィギュア
6
6:45 超絶NBAダイジェスト！#16
スケーター エフゲニア・メドベージェワ
7:00 パク・ミニョン×
7:00 家族はつらいよ２
7:00 アルマゲドン
7 7:45 平日夜は最新映画！ 7:45 平日夜は最新映画！
7:50 伝統の一戦クラシコ 観戦ガイド
イ・ドンゴン
「七日の王妃」#11
8:00 チャーリーとチョコレ
モヒカン故郷に帰る
昼顔(2017)
8
▽8:10 #12
ート工場
9:20 速報！LPGA女子ゴルフツアー
9:00 ペット
9
9:30 重神機パンドーラ#4
9:45 速報！LPGA女子ゴルフツアー
10:00 ブラインドスポット３ 10:00 リーサル・ウェポン
10:00 グッド・ドクター
10:00 連続ドラマＷ
10:00 連続ドラマＷ
10 タトゥーの女#5
闇の伴走者～編集長の条件 Last Episode（終） 10:30 斎藤工×板谷由夏 映画工房
闇の伴走者～編集長の条件 Last Episode（終）
Season２#11
名医の条件#4
11:00 グレイズ・アナトミー14 11:00 グッド・ドクター
11:00 プリズン・ブレイク
11:00 ブラインドスポット３ 11:00 リーサル・ウェポン
11:00 B'z 30th Year Special
11 #4
Vol.1
名医の条件#4
シーズン５#4
Season２#12
タトゥーの女#6
0:00 クリミナル・マインド 国際捜査班２#11 0:00 グレイズ・アナトミー14 0:00 『のみとり侍』公開記念ナビ番組 0:00 福田雄一×井上芳雄「グリーン＆ブラックス」#13 0:00 連続ドラマＷ 沈まぬ太陽 0:00 アメリカン・ダンス・
0 0:50 重神機パンドーラ#3
0:30 英国クライムサスペンス 0:30 英国クライムサスペンス
#4
［第１部］第１話
バトル２#6
▽0:55 ［第１部］第２話

1:00 シェイムレス７
「埋もれる殺意」
「埋もれる殺意」
1 1:30 週刊Hollywood Express
▽1:45 ［第１部］第３話 1:30 シェイムレス７
～39年目の真実～#1
～26年の沈黙～#1
俺たちに恥はない#3
▽2:40 ［第１部］第４話
▽1:20 #2▽2:10 #3
▽1:20 #2▽2:10 #3
2:00 ザ・ミッシング
2:00 ザ・ミッシング
俺たちに恥はない#3
2 ～囚われた少女～#4
▽3:00 #4▽3:50 #5
▽3:35 ［第１部］第５話 2:30 連続ドラマＷ 沈まぬ太陽
▽3:00 #4▽3:50 #5
～囚われた少女～#5
▽4:40 #6（終）
▽4:40 #6（終）
▽3:00 #6▽4:00 #7
3:00 放送機器の点検・保守のため、
［第１部］第６話
3 放送を休止いたします。
▽5:00 #8（終）
▽3:20 ［第１部］第７話
4:05 ザ・ミッシング

3:00 放送機器の点検・保守 4:00 ザ・ミッシング

4:40 英国クライムサスペンス 4:40 英国クライムサスペンス 4:30 ノンフィクションＷ

●［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 3 月 2 日現在の情報です。

