２０１８ 年 5 月 月 間 番 組 表
1（火）

2（水）

3（木）

1日（火）～16日（水）

4（金）

5（土）

選りすぐりの番組が集まる
WOWOW のメインチャンネル

6（日）

7（月）

8（火）

4 沈まぬ太陽［第１部］第８話 沈まぬ太陽
作れ！ ～７万人が競うカンヌへの切符～
沈まぬ太陽
バトル２
バトル２
（中止の場合あり）
のため、放送を休止い
［第２部］第13話
［第２部］第18話
#3
#6
たします。
5:10 ノンフィクションＷ
5:00 ジャック・リーチャー
5 仲代達矢 いざ、最後の舞台へ ▽5:20 ［第２部］第14話
▽4:50 ［第２部］第19話
5:30 フィギュアスケート アイスショー「インティミッシミ・ 5:30 リーサル・ウェポン
NEVER GO BACK
▽5:40 ［第２部］最終話（終）
オン・アイス 2017」 荒川静香､ランビエール､プルシェ
6:15 はやおき落語
6:15 はやおき落語
6:15 はやおき落語
Season２#12
6 #1
6:35 邦楽BREAK
ンコ､ボチェッリ、夢の競演 ～A Legend of Beauty～ 6:30 生中継！
#2
#3
LPGA女子ゴルフツアー 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 陽気にチーズ！チーズ！チーズ！#1
7 「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#21 「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#22 「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#23 「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#24 7:30 速報！LPGA女子ゴルフツアー 〈テキサス〉ボランティアズ 「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#25
・オブ・アメリカ・テキサス 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 闇の伴走者～編集長
8:15 韓国ホームドラマ
8 「名前のない女」#43
・クラシック 第３日
の条件 Last Episode（終）
「名前のない女」#45
「名前のない女」#47
「名前のない女」#49
「名前のない女」#51
「名前のない女」#53
▽8:55 #44
▽8:55 #46
▽8:55 #48
▽8:55 #50
▽8:55 #52
▽8:55 #54
9:00 ブラインドスポット３
（終了時間変更の場合あり）
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 パク・ミニョン×
9:30 いよいよゴング！2週連続 9:35 プリズン・ブレイク
9:35 プリズン・ブレイク
タトゥーの女#6
10:00 BBC Earth 2018
ビッグマッチ完全ガイド
シーズン４#13
シーズン４#14
シーズン４#15
イ・ドンゴン
シーズン４#16
シーズン４#17
10 10:30 プリズン・ブレイク 10:30 邦楽BREAK
「七日の王妃」#11
動物たちから見た世界#3（終） 10:30 生中継！エキサイトマッチ 10:30 SUITS／スーツ６
10:30 週刊Hollywood Express
10:30 SUITS／スーツ６
▽10:45 #12
11:00 週刊Hollywood Express 11:00 グッド・ドクター
11:00 ベイウォッチ
シーズン５
スペシャル ミドル級最強
#1
#5
11 #1
▽11:15 #2
▽11:20 #6
王者ゴロフキン防衛戦
11:30 グレイズ・アナトミー14
11:55 速報！LPGA女子ゴルフツアー
名医の条件#4
▽0:00 #3
▽0:10 #7
▽11:20 #2
#1
0:00 ダイ・ハード
0:00 プリズン・ブレイク
３団体統一世界ミドル級タイ
0 ▽0:10 #3
▽0:45 #4
▽1:00 #8
▽0:20 #2
トルマッチ ゲンナディ・
シーズン５#4
▽1:00 #4
▽1:10 #3
ゴロフキンvs対戦相手未定
1:00 湯を沸かすほどの熱い愛 1:00 ハクソー・リッジ
1 1:55 速報！LPGA女子ゴルフツアー ▽2:00 #4
（終了時間変更の場合あり） 1:30 アメリカン・ダンス・ 1:55 速報！LPGA女子ゴルフツアー
〔PG12指定〕
2:00 クリミナル・マインド
2:15 東方神起再始動！WOWOWスペシャル～前編～
2:00 クリミナル・マインド
バトル２
2 国際捜査班２#11
#6
2:45 東方神起再始動！
国際捜査班２#12
WOWOWスペシャル～後編～ 3:15 美女と野獣(1991)
3:00 ドラマＷアンコール
3:00 連続ドラマＷ
3:25 ウォークラフト
3:00 メガヒット劇場
3:00 連続ドラマＷ
3:00 連続ドラマＷ
3 連続ドラマＷ 海に降る 最終話（終） 名刺ゲーム 第１話 3:30 東方神起 LIVE TOUR 2017 ～Begin Again～
パイレーツ・オブ・
名刺ゲーム 第２話
名刺ゲーム 第３話
カリビアン／
4:00 映画ドラえもん
4:00 映画ドラえもん
in 京セラドーム大阪 60分ダイジェスト
4:00 映画ドラえもん
4:00 映画ドラえもん
4 のび太の新魔界大冒険
最後の海賊
4:30 錦織圭・大坂なおみ
4:45 美女と野獣(2017)
新・のび太の宇宙開拓史
のび太と緑の巨人伝
のび太の人魚大海戦
～７人の魔法使い～

5:15 メガヒットレジェンド 

グランドスラムへの挑戦
5
5:55 スマーフ スマーフェ 5:30 最強ボクサー激突！
5:30 ペット
5:45 エターナル・
トランスフォーマー／ 5:45 ヘイル、シーザー！
ダークサイド・ムーン
6:00 バイバイマン
2週連続ビッグマッチ完全ガイド
ットと秘密の大冒険
サンシャイン
6
6:30 サッカーSP対談 宮本恒靖×名波浩
～クラシコ、そして日本サッカーの未来～ 7:00 パク・ミニョン×
7:00 シン・ゴジラ
7 7:40 平日夜は最新映画！ 7:30 平日夜は最新映画！ 7:30 パイレーツ・オブ・
7:55 速報！LPGA女子ゴルフツアー 7:45 平日夜は最新映画！
7:45 斎藤工×板谷由夏 映画工房
イ・ドンゴン
「七日の王妃」#13
8:00 ファミリーシアター
8:00 平日夜は最新映画！
３月のライオン 前編
３月のライオン 後編
カリビアン／
武曲 MUKOKU
8
▽8:10 #14
呪われた海賊たち
ローマ法王になる日まで
名探偵コナン
業火の向日葵
9:25 速報！LPGA女子ゴルフツアー 9:10 映画『友罪』公開記念特番
9
9:30 重神機パンドーラ#5 9:30 星野源
～ライブセレクション～ 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 グッド・ドクター
10:00 連続ドラマＷ 楽園
10:00 プリズン・ブレイク
10 シーズン５#4
タトゥーの女#6
Season２#12
名医の条件#5
60 誤判対策室 第一話
第１話
シーズン５#5
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#5 11:00 ブラインドスポット３ 11:00 リーサル・ウェポン Season２#13 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#12
11:50 パラリンピック・ドキュメン
11:45 連続ドラマＷ
#5
国際捜査班２#13（終）
名医の条件#5
タトゥーの女#7
60 誤判対策室 第一話
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#12 0:00 グレイズ・アナトミー14
タリーシリーズ WHO I AM 0:00 ノンフィクションＷ フィギュアスケ
0:00 アメリカン・ダンス・ 0:00 連続ドラマＷ
夢を与える
0 夢を与える#1
#1
0:50 重神機パンドーラ#4
#5
0:50 伝統の一戦クラシコ 観戦ガイド
ーター エフゲニア・メドベージェワ
バトル２
60 誤判対策室 第一話
▽0:45 #2
#7
1:00 連続ドラマＷ 沈まぬ太陽 1:20 連続ドラマＷ 沈まぬ太陽 1:00 シェイムレス７
1:00 アメリカン・ダンス・ 1:00 アメリカン・ダンス・
1:10 北欧サスペンス「犯罪心理分析官
1 ［第２部］第９話▽1:50 ［第２部］ ［第２部］第15話▽2:15 ［第２部］ 俺たちに恥はない#4
▽1:40 #3
1:30 シェイムレス７
インゲル・ヴィーク」 殺しの法則 第１話
バトル２
バトル２
▽2:35 #4（終）
第10話▽2:40 ［第２部］第11話
第16話▽3:10 ［第２部］第17話 2:00 LPGA女子ゴルフツアー
#1
#4
俺たちに恥はない#4 2:10 グッド・ドクター
2 ▽3:30 ［第２部］第12話
▽4:00 ［第２部］第18話
▽2:30 #2
▽2:30 #5
〈テキサス〉ボランティアズ・オブ・
2:30 アメリカン・ヒーロー
名医の条件#1
▽4:25 ［第２部］第13話
▽4:50 ［第２部］第19話
▽4:00 #3
▽4:00 #6
▽3:00 #2▽3:50 #3
アメリカ・テキサス・クラシック 第１日
3:30 新宿スワン
〔PG12指定〕
3 ▽5:20 ［第２部］第14話
▽5:40 ［第２部］最終話（終）
▽4:35 #4▽5:25 #5
（終了時間変更の場合あり）
（中止の場合あり）
4:10 連続ドラマＷ

9（水）

4:25 連続ドラマＷ

10（木）

4:00 連続ドラマＷ

11（金）

4:15 ノンフィクションＷ 48時間で映画を 4:00 アメリカン・ダンス・ 4:00 アメリカン・ダンス・ 3:30 新宿スワン

12（土）

13（日）

14（月）

15（火）

4:00 放送機器の点検・保守

16（水）

4 名医の条件#4
「犯罪心理分析官インゲル・
（中止の場合あり）
ヒトヤノトゲ～獄の棘～
（中止の場合あり）
（中止の場合あり）
〔PG12指定〕
（中止の場合あり）
▽5:25 #5
（中止の場合あり）
ヴィーク」殺しの法則 第５話
第五話
5
▽5:00 殺しの法則 第６話
▽5:20 最終話（終）
▽5:50 殺しの法則 第７話
6:15 はやおき落語
6:00 週刊Hollywood Express（中止あり） 6:15 はやおき落語
6:00 古城のまなざし スペイン・太陽の国に 6:00 ベイウォッチ
6:15 はやおき落語
6:15 はやおき落語
6 #4
▽6:35 殺しの法則 第８話（終）
6:30 映画『友罪』公開記念特番
#5
きらめくイスラムの宝石（中止あり）
（中止の場合あり）
#6
#7
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
7:20 スマーフ スマーフェ 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〉」#26 「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#27 「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#28 ットと秘密の大冒険
「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#29
「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#30
Season２#13
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
8:15 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 「名前のない女」#55
「名前のない女」#57
「名前のない女」#59
60 誤判対策室 第一話
「名前のない女」#61
「名前のない女」#63
「名前のない女」#65
▽8:55 #56
▽8:55 #58
▽8:55 #60
▽8:55 #62
▽8:55 #64
▽8:55 #66
9:00 ブラインドスポット３ 9:00 生中継！
9 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×
9:35 プリズン・ブレイク
9:35 プリズン・ブレイク
タトゥーの女#7
エキサイトマッチスペシャル 9:35 プリズン・ブレイク
10:00 BBC Earth 2018
光速対決！
シーズン４#18
シーズン４#19
イ・ドンゴン
シーズン４#20
シーズン４#21
シーズン４#22
10 10:30 SUITS／スーツ６ 10:30 SUITS／スーツ６
リナレスvsロマチェンコ 10:30 リーサル・ウェポン
「七日の王妃」#13
10:30 リーサル・ウェポン
10:30 リーサル・ウェポン
タイ～楽園への招待状～#1
▽10:45 #14
11:15 奇跡のシンフォニー
（終了時間変更の場合あり）
#9
#13
Season２
Season２
Season２
11 ▽11:20 #10
▽11:20 #14
#1
#4
#8
▽0:10 #11
▽0:10 #15
▽11:20 #2
▽11:20 #5
▽11:20 #9
0:00 ドラマＷ
0:00 銘酒誕生物語 至極の酒：奈良編
0 ▽1:00 #12
▽1:00 #16（終）
▽0:10 #3
▽0:10 #6
▽0:10 #10
0:40 『のみとり侍』公開記念ナビ番組
山のトムさん
▽1:00 #7
▽1:00 #11
1:10 人魚姫(2016)
1:00 メガヒット劇場
1:00 主演・阿部寛『のみとり侍』のすべて
1 1:50 邦楽BREAK
1:55 「名前のない女」ダイジェスト
トランスフォーマー／ 1:30 アメリカン・ダンス・ 1:55 「名前のない女」ダイジェスト 1:50 映画『友罪』公開記念特番
最後の騎士王
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 2:00 グレイズ・アナトミー14
バトル２
2 #5
#7
国際捜査班２#13（終）
#6
2:45 トニー賞がやってくる！#1
名医の条件#5
シーズン５#5
3:00 連続ドラマＷ
3:00 連続ドラマＷ 社長室の冬 3:00 連続ドラマＷ 社長室の冬 3:00 吹替で楽しむ！「パイレーツ・
3:00 連続ドラマＷ 社長室の冬 3:00 連続ドラマＷ 社長室の冬 3:00 連続ドラマＷ 社長室の冬
3 名刺ゲーム 最終話（終） -巨大新聞社を獲る男-#1
-巨大新聞社を獲る男-#2
-巨大新聞社を獲る男-#3
-巨大新聞社を獲る男-#4
-巨大新聞社を獲る男-#5（終）
オブ・カリビアン」５作一挙放送 3:45 スパイダーウィックの謎
4:00 映画ドラえもん
4:00 映画ドラえもん
4:00 週刊Hollywood Express
パイレーツ・オブ・カリビアン
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 新・のび太と鉄人兵団
4:30 陽気にチーズ！チーズ！チーズ！#2
／呪われた海賊たち
新・のび太の大魔境
のび太と奇跡の島
のび太のひみつ道具博
のび太の宇宙英雄記
～はばたけ 天使たち～
物館（ミュージアム）
～アニマル アドベンチャー～ 5:00 アカデミー賞への招待 5:25 吹替で楽しむ！「パイレーツ・ 5:25 吹替で楽しむ！「パイレーツ・
～ペコと５人の探検隊～
（スペースヒーローズ）
5
5:45 トゥー・ブラザーズ
5:45 メタル・トルネード
男と女(1966)
オブ・カリビアン」５作一挙放送
オブ・カリビアン」５作一挙放送
6:00 第９地区
6:00 ゴースト もういちど抱 6:00 ダイバージェント
パイレーツ・オブ・
パイレーツ・オブ・
6 〔PG12指定〕
カリビアン／
カリビアン／生命の泉
6:45 ランデヴー(1976)
きしめたい
FINAL
7:20 平日夜は最新映画！
7:00 パク・ミニョン×
デッドマンズ・チェスト
7
7:45 平日夜は最新映画！
7:45 吹替で楽しむ！「パイレーツ・
トランスフォーマー／
イ・ドンゴン
最後の騎士王
「七日の王妃」#15
8:00 平日夜は最新映画！
8:00 吹替で楽しむ！「パイレーツ・
8:15 平日夜は最新映画！
LION／ライオン
オブ・カリビアン」５作一挙放送 8:00 平日夜は最新映画！
8 ライフ
▽8:10 #16
～25年目のただいま～
ファミリーシアター
オブ・カリビアン」５作一挙放送
暗黒女子
たかが世界の終わり
パイレーツ・オブ・
〔PG12指定〕
〔PG12指定〕
9:20 映画「孤狼の血」のすべて
パイレーツ・オブ・
9
カリビアン／
9:55 映画「孤狼の血」のすべて 9:30 重神機パンドーラ#6
カリビアン／最後の海賊
ワールド・エンド
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 楽園
10:00 プリズン・ブレイク
10:00 ブラインドスポット３
10:00 グッド・ドクター
10:00 連続ドラマＷ
10 タトゥーの女#7
10:50 『のみとり侍』公開記念ナビ番組
Season２#13
第２話
シーズン５#6
タトゥーの女#8
名医の条件#6
60 誤判対策室 第二話
11:00 グレイズ・アナトミー14 11:00 グッド・ドクター
11:00 SUITS／スーツ７
11:00 グレイズ・アナトミー14
11:00 プリズン・ブレイク シーズン５#6 11:00 ブラインドスポット３ タトゥーの女#8 11:00 リーサル・ウェポン Season２#14 11:00 連続ドラマＷ
11 #6
#7
11:50 パラリンピック・ドキュメン 11:50 東京喰種
11:50 ムーンライト
名医の条件#6
60 誤判対策室 第二話
#1
0:00 クリミナル・マインド 国際捜査班２#13（終） 0:00 グレイズ・アナトミー14
0:00 アメリカン・ダンス・ 0:00 錦織圭・大坂なおみ
0:00 SUITS／スーツ７#1
タリーシリーズ WHO I AM
トーキョーグール
〔Ｒ15＋指定〕
0 0:50 重神機パンドーラ#5
（中止の場合あり）
#6
0:50 『のみとり侍』公開記念ナビ番組
〔PG12指定〕
グランドスラムへの挑戦 0:50 重神機パンドーラ#6
バトル２
#8（終）
1:20 ザ・コンサルタント
1:00 シェイムレス７ 俺たちに恥はない#5 1:00 北欧サスペンス「犯罪心理
（中止の場合あり）
1:05 連続ドラマＷ
1:20 シェイムレス７
1 （中止の場合あり） 1:55 リリーのすべて
1:45 バイオハザード
1:30 シェイムレス７
ヒトヤノトゲ～獄の棘～
分析官インゲル・ヴィーク」 1:55 夜は短し歩けよ乙女
俺たちに恥はない#1
▽2:20 #2
殺しの法則 第１話
第一話
〔Ｒ15＋指定〕
（中止の場合あり）
〔PG-12指定〕
俺たちに恥はない#5
2
▽3:15 #3
▽2:00 第二話▽2:50 第三話
▽1:50 殺しの法則 第２話
（中止の場合あり）
2:30 免許がない！
▽3:40 第四話▽4:30 第五話
▽4:15 #4
▽2:35 殺しの法則 第３話 3:30 プルーフ・オブ・ライフ 3:30 ハクソー・リッジ
3:30 劔岳 点の記
（中止の場合あり）
3 （中止の場合あり）
▽5:20 最終話（終）
▽5:15 #5
▽3:25 殺しの法則 第４話
（中止の場合あり）
〔PG12指定〕（中止の場合あり）
4:35 グッド・ドクター

3:30 劔岳 点の記

4:00 恋妻家宮本

4:10 北欧サスペンス

3:30 プルーフ・オブ・ライフ 3:30 ハクソー・リッジ

4:15 追憶(2017)

4:30 連続ドラマ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 4 月 4 日現在の情報です。

２０１８ 年 5 月 月 間 番 組 表
17（木）

18（金）

19（土）

17日（木）～31日（木）

20（日）

21（月）

選りすぐりの番組が集まる
WOWOW のメインチャンネル

22（火）

23（水）

30（水）

31（木）

24（木）

4 俺たちに恥はない#4
フランスリーグ TOP14
世界一安全な戦場（中止あり）
オブ・ギャラクシー：
のため、放送を休止い
子犬物語
ビーストと魔法使いの旅
▽5:15 #5
リミックス
たします。
プレーオフ準々決勝
5:15 レザボア・ドッグス
5
（中止の場合あり）
（変更の場合あり）
5:55 洋楽BREAK
（中止の場合あり）
6:15 はやおき落語
6:15 はやおき落語
6:00 キングコング：
6:15 はやおき落語
6:15 はやおき落語
6:15 はやおき落語
6 #8
#9
髑髏島の巨神
#10
#11
#12
〔PG12指定〕
7:00 韓国ホームドラマ
7:00 韓国ホームドラマ
7:30 ノンフィクションＷ 祖国へ捧げるバレエ 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
7:00 韓国ホームドラマ
7 「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#31 「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#32 “世界のプリマ”ニーナ・アナニアシヴィリの道 Season２#14
（中止の場合あり）
「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#33
「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#34
「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#35
8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
8:25 映画「孤狼の血」のすべて 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
8:15 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」#67
「名前のない女」#69 8:30 『のみとり侍』公開記念ナビ番組
60 誤判対策室 第二話
「名前のない女」#71
「名前のない女」#73
「名前のない女」#75
「名前のない女」#77
▽8:55 #68
▽8:55 #70
▽8:55 #72
▽8:55 #74
▽8:55 #76
▽8:55 #78
9:00 ブラインドスポット３ 9:00 WOWOW×Hulu共同製作ドラマ
9 9:35 プリズン・ブレイク 9:35 パク・ミニョン×
コートダジュールNo.10 9:35 プリズン・ブレイク
9:35 アンフォゲッタブル４ 9:35 アンフォゲッタブル４ 9:35 アンフォゲッタブル４
タトゥーの女#8
10:00 BBC Earth 2018
#1
シーズン４#23
イ・ドンゴン
シーズン４#24（終）
完全記憶捜査
完全記憶捜査
完全記憶捜査
10 10:30 リーサル・ウェポン
▽9:25 #2
「七日の王妃」#15
#1
#6
#11
タイ～楽園への招待状～#2
10:30 ポストマン(1997)
▽9:55 #3▽10:20 #4
▽10:45 #16
▽10:25 #2
▽10:25 #7
▽10:25 #12
11:00 ブレードランナー
Season２#12
11 ▽11:20 #13
▽10:45 #5▽11:15 #6
▽11:15 #3
▽11:15 #8
▽11:15 #13（終）
ファイナル・カット
▽11:40 #7▽0:05 #8
▽0:05 #4
▽0:05 #9
0:10 ハドソン川の奇跡
0:00 魔法にかけられて
0:00 マダム・フローレンス！
0
▽0:30 #9（終）
▽0:55 #5
▽0:55 #10
夢見るふたり
1:15 美女と野獣(2017)
1:00 メガヒット劇場
1 1:50 映画『友罪』公開記念特番
1:30 アメリカン・ダンス・ 1:45 邦楽BREAK
1:50 「名前のない女」ダイジェスト 1:55 映画「孤狼の血」のすべて
忍びの国
2:00 グッド・ドクター
2:00 プリズン・ブレイク
2:00 SUITS／スーツ７
2:00 グレイズ・アナトミー14 2:00 グッド・ドクター
バトル２
2 名医の条件#6
#8（終）
#7
シーズン５#6
#1
名医の条件#7
3:00 連続ドラマＷ バイバイ、 3:00 連続ドラマＷ バイバイ、
3:20 速報！LPGA女子ゴルフツアー 3:00 連続ドラマＷ バイバイ、 3:00 連続ドラマＷ バイバイ、 3:00 連続ドラマＷ バイバイ、 3:00 連続ドラマＷ バイバイ、
3 ブラックバード 第一話 ブラックバード 第二話 3:30 WOWOWプレミア 3:30 WOWOWプレミア
ブラックバード 第三話
ブラックバード 第四話
ブラックバード 第五話
ブラックバード 最終話（終）
4:00 映画ドラえもん
4:00 映画ドラえもん
4:00 13デイズ
4:00 スネーク・アイズ
4:00 クライシス・オブ・
4:00 クリミナル
北欧サスペンス
北欧サスペンス
4 新・のび太の日本誕生
「犯罪心理分析官インゲル・
「犯罪心理分析官インゲル・
のび太の南極カチコチ
(1998)
アメリカ
２人の記憶を持つ男
大冒険
ヴィーク～消えた大統領～」
ヴィーク～消えた大統領～」
5
5:45 週刊Hollywood Express
第１話
第５話
5:45 シンデレラ(2015)
▽4:30 第２話
▽4:30 第６話
6:00 ライフ・イズ・
6:15 陽気にチーズ！チーズ！チーズ！#4
6:15 GHOST IN THE
6:00 ブラック・バタフライ
6 ビューティフル
▽5:30 第３話
▽5:30 第７話
6:45 トニー賞がやってくる！#1
6:30 シンデレラ(1950)
SHELL / 攻殻機動隊
▽6:30 第４話
▽6:30 第８話（終）
7:00 パク・ミニョン×
7
7:45 ノンフィクションＷ ヒッチコック幻の 7:30 『のみとり侍』公開記念ナビ番組
7:45 平日夜は最新映画！
7:40 平日夜は最新映画！
7:45 平日夜は最新映画！
イ・ドンゴン
「七日の王妃」#17
8:00 平日夜は最新映画！
映画 ～最期に仕掛けたサスペンス～ 8:00 ファミリーシアター
8:00 平日夜は最新映画！
花戦さ
パトリオット・デイ
忍びの国
8 わたしは、
▽8:10 #18
〔PG12指定〕
8:45 キング・アーサー
塔の上のラプンツェル
光 （河瀨直美監督）
ダニエル・ブレイク
9:20 速報！LPGA女子ゴルフツアー
(2017)
9 9:50 『のみとり侍』公開記念ナビ番組 9:30 重神機パンドーラ#7
9:50 映画『友罪』公開記念特番 9:55 速報！LPGA女子ゴルフツアー
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 楽園
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 Season２#14
名医の条件#7
60 誤判対策室 第三話
第３話
シーズン５#7
タトゥーの女#9
Season２#15
11:00 グッド・ドクター
11:00 プリズン・ブレイク シーズン５#7 11:00 ブラインドスポット３ タトゥーの女#9 11:00 リーサル・ウェポン Season２#15 11:00 連続ドラマＷ
11:00 SUITS／スーツ７
11:00 グレイズ・アナトミー14 11:00 グッド・ドクター
11 名医の条件#7
11:50 パラリンピック・ドキュメン 11:50 ラグビー
11:50 ライフ
#8
60 誤判対策室 第三話
#2
名医の条件#8
0:00 グレイズ・アナトミー14
タリーシリーズ WHO I AM
フランスリーグ TOP14
0:00 ノンフィクションＷ ワガノワ 名門バレエ 0:00 ドライビング
0:00 SUITS／スーツ７#2 0:00 グレイズ・アナトミー14
〔PG12指定〕
0 #7
（中止の場合あり）
0:50 斎藤工×板谷由夏 映画工房
プレーオフ準々決勝
学校の秘密 ～くるみ割り人形への110日～
0:50 重神機パンドーラ#7
#8
MISSデイジー
（変更の場合あり）
1:00 シェイムレス７
1:10 ネオン・デーモン
1:00 シェイムレス７
1:20 ウォンテッド
1:00 シェイムレス７
1 俺たちに恥はない#6
1:35 バイオハザード：
〔Ｒ15＋指定〕
俺たちに恥はない#6 1:45 BBC Earth 2018
〔Ｒ-15指定〕
俺たちに恥はない#7
2:00 LPGA女子ゴルフツアー
2:00 WOWOW映画の日特別ドラマ
2:00 おじいちゃんはデブゴン
ザ・ファイナル
動物たちから見た世界
2 〈バージニア〉
#1
〔PG12指定〕（中止あり）
NO MOVIE，NO LIFE 第一幕
〔Ｒ15＋指定〕
▽2:25 第二幕▽2:50 第三幕▽3:15 終幕（終）
▽2:45 #2
キングスミル選手権 第１日 3:30 ラグビー フランスリーグ TOP14 3:30 アイ・イン・ザ・スカイ 3:30 ガーディアンズ・オブ・ギャラ
3:20 銘酒誕生物語 至極の酒：群馬編
3 （終了時間変更の場合あり） プレーオフ準々決勝（変更あり） 世界一安全な戦場（中止あり）
▽3:45 #3（終）
3:50 邦楽BREAK
3:45 邦楽BREAK
クシー：リミックス（中止あり） 3:45 トニー賞がやってくる！#1
4:15 シェイムレス７

25（金）

4:15 アングリーバード

26（土）

3:30 ラグビー

27（日）

3:30 アイ・イン・ザ・スカイ 3:30 ガーディアンズ・

28（月）

29（火）

4:00 放送機器の点検・保守 4:45 トッド・ソロンズの

4:00 ファンタスティック・

4 （中止の場合あり）
フランスリーグ TOP14
プレーオフ東西決勝の注目試合を放送予定
LPGA女子ゴルフツアー
プレーオフ東西決勝の注目試合を放送予定
プレーオフ東西決勝の注目試合を放送予定
60 誤判対策室 第四話
5:00 モンスターズクラブ
プレーオフ準決勝
（変更の場合あり）
〈ミシガン〉
（変更の場合あり）
（変更の場合あり）
5
（終了時間変更の場合あり） 5:30 コウノトリ大作戦！
LPGAボルビック選手権 5:30 陽気にチーズ！チーズ！チーズ！#7 5:30 ノンフィクションＷ 吠えろ美女軍団！
6:15 はやおき落語
6:15 はやおき落語
最終日
ランジェリー・フットボール物語 6:15 はやおき落語
6 #13
（終了時間変更の場合あり）
6:15 はやおき落語#15
#14
#16
7:00 錦織圭・大坂なおみ
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
7:00 韓国ホームドラマ
7 グランドスラムへの挑戦 7:30 『のみとり侍』公開記念ナビ番組
「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#36
「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#37
「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#38
Season２#15
8:00 生中継！LPGA女子ゴルフ 8:00 WHO I AM
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
8:15 韓国ホームドラマ
8 ツアー〈ミシガン〉
メリッサ・ストックウェル
60 誤判対策室 第三話 8:30 王様のためのホログラム
「名前のない女」#79
「名前のない女」#81
「名前のない女」#83
▽8:55 #80
▽8:55 #82
▽8:55 #84
LPGAボルビック選手権 第１日 9:00 ブラインドスポット３ 9:00 タイムマシン
〔PG12指定〕
9 （終了時間変更の場合あり） タトゥーの女#9
（中止の場合あり）
9:35 連続ドラマＷ
9:35 ブロードチャーチ３
9:35 ブロードチャーチ３
10:15 パク・ミニョン×
10:00 BBC Earth 2018
10:15 サンダーアーム 龍兄虎弟
～殺意の町～ 最終章
～殺意の町～ 最終章
本日は、お日柄もよく
10 イ・ドンゴン
第１話
タイ～楽園への招待状～#3（終） 10:45 バーニング・オーシャン
#1
#5
▽10:30 #2
▽10:25 #6
▽10:30 第２話
「七日の王妃」#17
11:00 ペット
11 ▽11:25 #18
▽11:30 第３話
▽11:20 #3
▽11:15 #7
▽0:30 最終話（終）
▽0:10 #4
▽0:05 #8（終）
0:00 プロジェクト・イーグル
0 0:30 アメリカン・ヒーロー 0:30 映画ドラえもん
0:45 メガヒット劇場
0:55 デイリーナビ！全仏テニス 大会第４日
〔PG12指定〕
1:25 デイリーナビ！全仏テニス 大会第２日 1:00 WHO I AM
1:00 WHO I AM
銀魂
のび太の南極カチコチ
1
大冒険
1:55 デイリーナビ！全仏テニス 大会第１日 1:30 陽気にチーズ！チーズ！チーズ！#8
アマリア・ペレス
チェ・グァングン
2:00 プリズン・ブレイク
2:15 無限の住人
2:00 WHO I AM
2:00 SUITS／スーツ７
2:00 グレイズ・アナトミー14 2:00 グッド・ドクター
2 シーズン５#7
#8
〔PG12指定〕
ライリー・バット
#2
名医の条件#8
3:00 連続ドラマＷ
3:00 リーガ・エスパニョーラ 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 イノセント・デイズ 第一話
17-18シーズン総集編
イノセント・デイズ 第二話
イノセント・デイズ 第三話
イノセント・デイズ 第四話
イノセント・デイズ 第五話
4:00 週刊Hollywood Express
4:00 ノンフィクションＷ 柴崎岳 4:00 アルマゲドン
4:00 ハート・ロッカー
4:00 白雪姫と鏡の女王
4:00 劇場版 銀魂
4 4:30 アカデミー賞への招待 4:40 ガーディアンズ・
25歳 プロサッカー選手
〔PG12指定〕
新訳紅桜篇
ファニー・ガール
オブ・ギャラクシー： 5:00 生中継！
5
リミックス
5:40 劇場版 銀魂 完結篇
FUKUYAMA
MASAHARU
6:15 劇場版 ムーミン谷の彗星 6:00 レミーのおいしいレス
万事屋よ永遠なれ
6
DOME LIVE 2018
6:40 NUMB ナム
パペット・アニメーション
トラン
-暗闇の中で飛べ7:00 パク・ミニョン×
7:00 錦織圭・大坂なおみ 世界の頂点へ！
極限の争奪戦
7 イ・ドンゴン
（終了時間変更の場合あり）
全仏オープンテニス開幕直前スペシャル！
7:45 平日夜は最新映画！
7:40 平日夜は最新映画！
「七日の王妃」#19
8:00 B'z 30th Year Special
8:15 平日夜は最新映画！
8:00 平日夜は最新映画！
ラビング
銀魂
8 ▽8:10 #20（終）
愛という名前のふたり
Vol.2 2003-2018
ジャッキー／ファースト
フリー・ファイヤー
〔PG12指定〕
9:25 速報！LPGA女子ゴルフツアー 9:00 ONE OK ROCK
9:00 フィギュアスケート アイスショー
レディ 最後の使命
9 9:30 重神機パンドーラ#8
「カーニバル・オン・アイス 2016」
9:45 斎藤工×板谷由夏 映画工房
2018 AMBITIONS
JAPAN DOME TOUR 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 楽園
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 名医の条件#8
10:45 トニー賞がやってくる！#2
60 誤判対策室 第四話
第４話
シーズン５#8
タトゥーの女#10
Season２#16
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 Season２#16 11:00 連続ドラマＷ
11:00 SUITS／スーツ７
11:00 グレイズ・アナトミー14 11:00 グッド・ドクター
11 シーズン５#8
11:50 アシュラ(2016)
#9
タトゥーの女#10
60 誤判対策室 第四話
#3
名医の条件#9
0:00 ハクソー・リッジ
0:00 福田雄一×井上芳雄「グリーン＆ブラックス」#14
0:00 ノンフィクションＷ フィギュアスケーター 0:00 ナイトメア３～最終章～ 0:00 SUITS／スーツ７#3 0:00 グレイズ・アナトミー14
〔Ｒ15＋指定〕
0 〔PG12指定〕
0:30 2020
エフゲニア・メドベージェワ
#1
0:50 重神機パンドーラ#8
#9
1:00 シェイムレス７
1:05 トニー賞がやってくる！#1 1:20 連続ドラマＷ
1:00 シェイムレス７
1
俺たちに恥はない#7 1:35 週刊Hollywood Express
60 誤判対策室
俺たちに恥はない#8
第一話
2:30 WHO I AM
2:00 NBAバスケットボール 2:05 エクス・マキナ
2:00 NBAバスケットボール 2:00 NBAバスケットボール
2:00 ライフ
2 ベアトリーチェ・ヴィオ
▽2:15 第二話
プレーオフ東西決勝の注目試合を放送予定
プレーオフ東西決勝の注目試合を放送予定
プレーオフ東西決勝の注目試合を放送予定
〔Ｒ15＋指定〕
〔PG12指定〕
▽3:10 第三話
3:30 ラグビー フランスリーグ TOP14
★最新情報はwowow.bs/nbaへ
★最新情報はwowow.bs/nbaへ
★最新情報はwowow.bs/nbaへ
3 プレーオフ準決勝（終了時間変更の場合あり） （変更の場合あり） 3:55 速報！LPGA女子ゴルフツアー （変更の場合あり）
▽4:05 第四話
（変更の場合あり）
4:00 パッセンジャー(2016) 3:30 ラグビー

2:00 NBAバスケットボール 4:00 生中継！

2:00 NBAバスケットボール 2:00 NBAバスケットボール 4:05 連続ドラマ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 4 月 4 日現在の情報です。

