２０１８ 年 6 月 月 間 番 組 表
1（金）

2（土）

3（日）

1日（金）～16日（土）

4（月）

5（火）

選りすぐりの番組が集まる
WOWOW のメインチャンネル

6（水）

7（木）

14（木）

15（金）

8（金）

4 LPGA女子ゴルフツアー LPGA女子ゴルフツアー フランスリーグ TOP14 LPGA女子ゴルフツアー
をつくる。ジブリ第７スタジオ、933日の伝説【後編】
まで。 ナイジェリア“世界一の映画都市”夢と熱
メジャー第2戦！
メジャー第2戦！
プレーオフ決勝
メジャー第2戦！
5:15 WHO I AM ダニエル・ 5:15 WHO I AM タティアナ 5:15 WHO I AM サフェト・アリバシッチ 5:15 WHO I AM エリー・コール
5 全米女子オープン
全米女子オープン
全米女子オープン
（終了時間変更の場合あり）
ディアス（ブラジル／水泳）
・マクファデン（アメリカ／陸上）
（ボスニア・ヘルツェゴビナ／シッティングバレーボール）
（オーストラリア／水泳）
第１日
第２日
最終日
6:10 今秋シーズン3スタート！WHO I AM 6:10 今秋シーズン3スタート！WHO I AM 6:10 今秋シーズン3スタート！WHO I AM 6:10 今秋シーズン3スタート！WHO I AM
6 （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） 6:15 はやおき落語#17
6:15 はやおき落語#18
6:15 はやおき落語#19
6:15 はやおき落語#20
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
7:00 韓国ホームドラマ
7
「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#39
「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#40
「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#41
「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#42
Season２#16
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
60 誤判対策室 第四話
「名前のない女」#85
「名前のない女」#87
「名前のない女」#89
「名前のない女」#91
▽8:55 #86
▽8:55 #88
▽8:55 #90
▽8:55 #92
9:15 超絶NBAダイジェスト！#21 9:15 ブラインドスポット３ 9:00 心が叫びたがってるんだ。
9 9:35 パク・ミニョン×
(2015)
9:35 ナイトメア３～最終章～ 9:35 ナイトメア３～最終章～ 9:35 洋楽BREAK
9:35 ハ・ジウォン×
タトゥーの女#10
10:15 映画『友罪』公開記念特番
#5
#9（終）
10:00 WHO I AM
ミンヒョク(CNBLUE)主演
イ・ドンゴン
10 「七日の王妃」#19 10:35 『のみとり侍』公開記念ナビ番組
▽10:40 #6
国枝慎吾（日本／車いすテニス）
「病院船～ずっと君の
10:55 ナイトメア３～最終章～
10:35 グースバンプス
▽11:45 #7
▽10:45 #20（終）
そばに～」#1
#1
11:00 吹替で楽しむ！「スパイ 11:00 心が叫びたがってるんだ。
モンスターと秘密の書 11:00 BBC Earth 2018
11 11:55 手紙(2006)
▽0:50 #8
▽10:50 #2
▽0:00 #2
ダーマン」６作一挙放送
(2017)
タイ～楽園への招待状～
▽1:00 #3
スパイダーマン
0:20 デイリーナビ！全仏テニス 大会第10日
#1
0:05 バーニング・オーシャン
0
▽2:00 #4
▽0:00 #2
0:30 サロゲート
▽1:00 #3（終）
1:05 吹替で楽しむ！「スパイ 1:00 メガヒット劇場
1
ダーマン」６作一挙放送
1:45 デイリーナビ！全仏テニス 大会第９日
1:55 デイリーナビ！全仏テニス 大会第12日
ワンダーウーマン
2:00 プリズン・ブレイク
スパイダーマン２
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
2:00 プリズン・ブレイク
2 シーズン５#8
#9
#3
名医の条件#9
シーズン５#9（終）
3:00 連続ドラマＷ
3:15 吹替で楽しむ！「スパイ
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 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～編集長
3 イノセント・デイズ 最終話（終） ダーマン」６作一挙放送 3:30 速報！LPGA女子ゴルフツアー ～編集長の条件 Episode 1 ～編集長の条件 Episode 2 ～編集長の条件 Episode 3 ～編集長の条件 Episode 4 の条件 Last Episode（終）
4:00 アカデミー賞への招待
スパイダーマン３
4:00 ノンフィクションＷ 乾貴士 サッカー 4:00 吹替で楽しむ！「パイレーツ 4:00 吹替で楽しむ！「パイレーツ 4:00 吹替で楽しむ！「パイレーツ 4:00 吹替で楽しむ！「パイレーツ 4:00 吹替で楽しむ！「パイレーツ
4 フェンス
人生最大の挑戦 ～29歳 さらなる高みへ～
・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
・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
・オブ・カリビアン」５作一挙放送
5:00 吹替で楽しむ！「スパイ
パイレーツ・オブ・カリビ
パイレーツ・オブ・
パイレーツ・オブ・
パイレーツ・オブ・
パイレーツ・オブ・
5
アン／呪われた海賊たち
カリビアン／デッドマ
カリビアン／ワールド
カリビアン／生命の泉
5:40 吹替で楽しむ！「スパイ
ダーマン」６作一挙放送
カリビアン／最後の海賊
ンズ・チェスト
・エンド
6:25 デイリーナビ！全仏テニス 大会第５日
ダーマン」６作一挙放送
スパイダーマン：
6:25 夜は短し歩けよ乙女
6:15 トニー賞がやってくる！#2
6 6:30 週刊Hollywood Express
ホームカミング
アメイジング・
6:35 GHOST IN THE
6:30 東方神起再始動！WOWOWスペシャル～前編～ 6:30 週刊Hollywood Express
スパイダーマン
7:00 ハ・ジウォン×
7:15 『のみとり侍』公開記念ナビ番組
SHELL / 攻殻機動隊 7:00 東方神起 LIVE TOUR 日産特番 7:00 東方神起再始動！WOWOWスペシャル～後編～ 7:00 ハ・ジウォン×
7 ミンヒョク(CNBLUE)主演
ミンヒョク(CNBLUE)主演
7:45 ファミリーシアター
7:30 平日夜は最新映画！
7:50 トニー賞がやってくる！#1
「病院船～ずっと君の 8:00 吹替で楽しむ！「スパイ
8:00 エキサイトマッチ
8:00 平日夜は最新映画！
8:00 茅ヶ崎物語 ～MY
「病院船～ずっと君の
映画 妖怪人間ベム
ワンダーウーマン
8 そばに～」#1
そばに～」#3
ダーマン」６作一挙放送
WBA・IBF世界Ｓ・ウェルター級
LITTLE HOMETOWN～
ラストコップ
▽8:15 #2
▽8:15 #4
THE MOVIE
アメイジング・
王座統一戦 エリスランディ・
9 9:30 重神機パンドーラ#9
スパイダーマン２
ララvsジャレット・ハード
9:45 斎藤工×板谷由夏 映画工房 9:30 重神機パンドーラ#10
10:00 グッド・ドクター
10:25 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 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
10:00 グッド・ドクター
10 名医の条件#9
10:30 東方神起 LIVE TOUR 日産特番
60 誤判対策室 最終話（終）
第５話
シーズン５#9（終）
タトゥーの女#11
Season２#17
名医の条件#10
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 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
11:00 ベイツ・モーテル
11 シーズン５#9（終）
60 誤判対策室 最終話（終）
#10
～サイコキラーの暴走～#1
タトゥーの女#11
Season２#17
#4
名医の条件#10
0:00 金曜ドラマナイト
0:00 ノンフィクションＷ 乾貴士 そのドリブルで未到の 0:00 東方神起 LIVE TOUR 日産特番 0:00 プロジェクト・
0:00 ハ・ジウォン×ミンヒョク(CNBLUE) 0:00 SUITS／スーツ７#4 0:00 グレイズ・アナトミー14 0:00 金曜ドラマナイト
0 イ・ジュンギ主演
領域へ ～スペインで戦う孤高のフットボーラー～ 0:30 週刊Hollywood Express
主演「病院船～ずっと君のそばに～」#1 0:50 重神機パンドーラ#9
#10
ランウェイ16#1
イ・ジュンギ主演
「クリミナル・マインド： 1:00 LPGA女子ゴルフツアー 1:00 LPGA女子ゴルフツアー 1:00 シェイムレス７
1:15 イ・ジュンギ主演
1:20 吉原炎上
1:00 シェイムレス７
「クリミナル・マインド
1 KOREA」#1▽1:05 #2 メジャー第2戦！
メジャー第2戦！
「クリミナル・マインド
：KOREA」#3
俺たちに恥はない#8
俺たちに恥はない#9
▽1:15 #4
全米女子オープン
全米女子オープン
2:15 超絶NBAダイジェスト！#21
2:00 哭声／コクソン
：KOREA」#1
2:00 ミュータント・
2 2:50 ノンフィクションＷ 吠えろ美女
▽2:20 #2
第２日
第３日
ニンジャ・タートルズ： 2:30 生中継！LPGA女子ゴルフツアー
軍団！ ランジェリー・フットボール物語 3:30 ラグビー フランスリーグ TOP14 3:00 生中継！LPGA女子ゴルフツアー メジャー第2戦！
3:45 ノンフィクションＷ 高畑勲、「かぐや姫の物語」 3:35 猫忍
影＜シャドウズ＞
〈ニュージャージー〉ショップライトLPGA
3 3:40 トニー賞がやってくる！#1
プレーオフ決勝（終了時間変更の場合あり）
全米女子オープン 最終日（終了時間変更の場合あり）
をつくる。ジブリ第７スタジオ、933日の伝説【前編】
クラシック 第１日（終了時間変更の場合あり）
4:00 生中継！

9（土）

4:00 生中継！

10（日）

3:30 ラグビー

11（月）

3:00 生中継！

12（火）

4:45 邦楽BREAK

13（水）

4:30 ノンフィクションＷ 高畑勲、「かぐや姫の物語」 3:35 猫忍

4:30 ノンフィクションＷ ノリウッドムービーができる

16（土）

4
ツアー〈ニュージャー
〈ニュージャージー〉ショップライト
17-18シーズン総集編
〈ミシガン〉マイヤーLPGAクラシック
眠らない」７作一挙放送
〔PG12指定〕
ジー〉ショップライト
5:00 ザ・ボディガード
5:15 WHO I AM ザーラ・ネマ 5:15 WHO I AM リカルディーニョ
LPGAクラシック 最終日
第１日（終了時間変更の場合あり）
山猫は眠らない２
5 (2017)
狙撃手の掟
LPGAクラシック 第２日 5:30 斎藤工×板谷由夏 映画工房
ティ（イラン／アーチェリー）
（ブラジル／ブラインドサッカー） 5:45 洋楽BREAK
6:00 銘酒誕生物語 至極の酒：奈良編
（終了時間変更の場合あり） 6:05 『のみとり侍』公開記念ナビ番組 6:00 速報！LPGA女子ゴルフツアー 6:10 今秋シーズン3スタート！WHO I AM 6:10 今秋シーズン3スタート！WHO I AM 6:00 邦楽BREAK
6 6:45 美女と野獣(2017) 6:30 銘酒誕生物語 至極の酒：群馬編 6:15 はやおき落語#21 6:15 はやおき落語#22 6:15 はやおき落語#23 6:15 はやおき落語#24 6:15 はやおき落語#25 6:40 週刊テニスNAVI#9
7:00 リーサル・ウェポン
7:00 トニー賞直前SP in NY 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 ドラマＷ
7

「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#43
「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#44
「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#45
「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#46
Season２#17
稲垣家の喪主
8:00 連続ドラマＷ
8:00 生中継！
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
60 誤判対策室 最終話（終）
第72回トニー賞授賞式
「名前のない女」#93
「名前のない女」#95
「名前のない女」#97
「名前のない女」#99
▽8:55 #94
▽8:55 #96
▽8:55 #98
▽8:55 #100
9:00 ブラインドスポット３ 9:00 ノンフィクションＷ 乾貴士 サッカー
（終了時間変更の場合あり）
9:00 ブラインドスポット３
9 タトゥーの女#11
9:35 外事警察
9:35 邦楽BREAK
9:35 週刊Hollywood Express 9:35 ハ・ジウォン×
人生最大の挑戦 ～29歳 さらなる高みへ～
タトゥーの女#12
10:00 BBC Earth シャーク 10:00 週刊Hollywood Express（中止あり）
10:00 北欧サスペンス
10:00 北欧サスペンス
ミンヒョク(CNBLUE)主演 10:00 BBC Earth シャーク
その男に騙されるな
10 ～海洋の覇者～ 前編 10:35 ハクソー・リッジ
「病院船～ずっと君の
「犯罪心理分析官イン
「犯罪心理分析官イン
～海洋の覇者～ 後編
そばに～」#3
ゲル・ヴィーク～消え
ゲル・ヴィーク～消え
11:00 ノンフィクションＷ
11:00 LION／ライオン
〔PG12指定〕
11 柴崎岳 25歳 プロサッカー選手 （中止の場合あり）
▽10:50 #4
た大統領～」
た大統領～」
11:50 ウォークラフト
～25年目のただいま～
第１話
第５話
0:10 続・深夜食堂
0:00 吹替で楽しむ！「ダイ
0 ・ハード」全５作一挙放送
▽11:00 第２話
▽11:00 第６話
▽0:00 第３話
▽0:00 第７話
1:00 速報！LPGA女子ゴルフツアー 1:00 素顔のラミン・カリムルー 新たな挑戦
1:00 パトリオット・デイ
ダイ・ハード
1
▽1:00 第４話
▽1:00 第８話（終）
1:30 メガヒット劇場
1:15 週刊Hollywood Express
〔PG12指定〕
2:15 吹替で楽しむ！「ダイ
2:00 プロジェクト・
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
2:00 ベイツ・モーテル
君の膵臓をたべたい
2 ・ハード」全５作一挙放送
(2017)
#10
～サイコキラーの暴走～#1
#4
名医の条件#10
ランウェイ16#1
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
ダイ・ハード２
3:00 連続ドラマＷ
3:15 GANTZ:O
3
3:30 トニー賞直前SP in NY
メガバンク最終決戦 第１話
メガバンク最終決戦 第２話
メガバンク最終決戦 第３話
メガバンク最終決戦 第４話
メガバンク最終決戦 第５話
〔PG12指定〕
4:25 東方神起 LIVE TOUR 日産特番 4:00 機動警察パトレイバー 4:00 機動警察パトレイバー２ 4:00 Ｗ
4:00 THE NEXT GENERATION 4:00 アカデミー賞への招待
4 4:30 吹替で楽しむ！「ダイ 4:55 生中継！
the Movie
パトレイバー 首都決戦
劇場版
機動警察パトレイバー
ファンタスティック・
ディレクターズカット
ビーストと魔法使いの旅 5:00 トランスフォーマー／
・ハード」全５作一挙放送
東方神起 LIVE TOUR
5 ダイ・ハード３
～Begin Again～
5:45 後妻業の女
5:45 キング・アーサー
最後の騎士王
Special Edition
6:00 ブレードランナー
6:15 フレンチ・ラン
6:15 映画『友罪』公開記念特番
(2004)
〔PG12指定〕
6 6:45 吹替で楽しむ！「ダイ
in NISSAN STADIUM
6:30 週刊Hollywood Express
ファイナル・カット
〔PG12指定〕
（終了時間変更の場合あり）
7:00 ハ・ジウォン×
・ハード」全５作一挙放送
7 ダイ・ハード4.0
ミンヒョク(CNBLUE)主演 7:55 速報！LPGA女子ゴルフツアー
8:00 エキサイトマッチ
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！
「病院船～ずっと君の 8:00 安室奈美恵
8
そばに～」#5
WBO暫定世界フェザー級王座
劇場版 お前はまだグンマ
雨の日は会えない、
君の膵臓をたべたい
25th ANNIVERSARY
▽8:15 #6
晴れた日は君を想う
(2017)
LIVE in OKINAWA
9:00 吹替で楽しむ！「ダイ・ハード」全５作一挙放送
決定戦 カール・フランプトン
を知らない
9 ダイ・ハード／ラスト 9:30 斎藤工×板谷由夏 映画工房
〔PG12指定〕
9:30 重神機パンドーラ#11
vsノニト・ドネア
・デイ〔PG12指定〕 10:00 連続ドラマＷ 不発弾 10:00 連続ドラマＷ 楽園
10:00 ベイツ・モーテル
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 10:50 速報！LPGA女子ゴルフツアー ～ブラックマネーを操る男～ 第一話 最終話（終）
～サイコキラーの暴走～#1
ダブル・ファンタジー 第１話
タトゥーの女#12
Season２#18
名医の条件#11
11:00 グレイズ・アナトミー14 11:00 グッド・ドクター
11:00 ベイツ・モーテル
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 不発弾 11:00 SUITS／スーツ７
11:00 ブラインドスポット３
11 タトゥーの女#12
#11
～サイコキラーの暴走～#2
～ブラックマネーを操る男～ 第一話
Season２#18
#5
名医の条件#11
タトゥーの女#13
0:00 ウォンテッド
0:00 連続ドラマＷ 不発弾 0:00 SUITS／スーツ７#5 0:00 グレイズ・アナトミー14 0:00 金曜ドラマナイト
0:00 ドラマＷ
0:00 プロジェクト・
0:00 吹替で楽しむ！「山猫は
0 食い逃げキラー
～ブラックマネーを操る男～ 第一話 0:50 重神機パンドーラ#10
#11
眠らない」７作一挙放送
〔Ｒ-15指定〕
イ・ジュンギ主演
ランウェイ16#2
1:00 シェイムレス７
1:05 北欧サスペンス「犯罪心理分析官インゲル 1:20 愛の流刑地
1:00 シェイムレス７
「クリミナル・マインド
山猫は眠らない３ 決別の照準
1
1:55 速報！LPGA女子ゴルフツアー
・ヴィーク～消えた大統領～」第１話
：KOREA」#5
1:45 吹替で楽しむ！「山猫は
俺たちに恥はない#9
〔Ｒ-15指定〕
俺たちに恥はない#10
▽1:05 #6
2:00 エクス・マキナ
2:00 メッセージ(2016)
2:00 牯嶺街少年殺人事件
2:00 ジャングル・ブック
2:00 NO EXIT／
眠らない」７作一挙放送
2 〔Ｒ15＋指定〕
2:30 吹替で楽しむ！「山猫は
山猫は眠らない４ 復活の銃弾
（2016）
ノー・イグジット
〔PG12指定〕
3:30 生中継！LPGA女子ゴルフツアー〈ミシガン〉
眠らない」７作一挙放送 3:30 吹替で楽しむ！「山猫は眠らない」７作一挙放送
3
3:50 レジデント
3:40 映画『友罪』公開記念特番
マイヤーLPGAクラシック 第１日（終了時間変更あり）
山猫は眠らない
山猫は眠らない５ 反逆の銃痕
4:45 邦楽BREAK

4:00 生中継！LPGA女子ゴルフ 4:00 生中継！LPGA女子ゴルフツアー 2:00 牯嶺街少年殺人事件

3:50 レジデント

4:15 リーガ・エスパニョーラ 3:30 生中継！LPGA女子ゴルフツアー 4:15 吹替で楽しむ！「山猫は

●［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 5 月 2 日現在の情報です。

２０１８ 年 6 月 月 間 番 組 表
17（日）

18（月）

19（火）

17日（日）～30日（土）

20（水）

21（木）

選りすぐりの番組が集まる
WOWOW のメインチャンネル

22（金）

23（土）

24（日）

4 山猫は眠らない５ 反逆の銃痕
アブノーマル・クライシス
希望ヶ丘の人びと 最終話（終）
のため、放送を休止い
たします。
5:15 ゴッド・オブ・ウォー 5:15 WHO I AM マールー・ファン
5:10 ザ・キング・アーサー
5 導かれし勇者たち
・ライン（オランダ／陸上）
外伝
6:10 今秋シーズン3スタート！WHO I AM 6:00 超絶NBAダイジェスト！#24 6:15 はやおき落語
6:05 邦楽BREAK
6
6:15 はやおき落語#26
6:15 はやおき落語#27
6:15 はやおき落語#29
#28
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
7:00 韓国ホームドラマ
7:00 韓国ドラマ
7:20 洋楽BREAK
7:00 リーサル・ウェポン
7 Season２#18
「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#47
「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#48
「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」#49
「青い鳥の輪舞〈ロンド〉」 最終話（終）
7:30 生中継！LPGA女子ゴルフツアー
「ピノキオ」#1
Season２#19
8:00 連続ドラマＷ 不発弾 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
〈アーカンソー〉ウォルマートNW 8:00 連続ドラマＷ 不発弾
8 ～ブラックマネーを操る男～ 第一話 「名前のない女」#101
「恋の花が咲きました～２人は
「恋の花が咲きました～２人は
「恋の花が咲きました～２人は
「恋の花が咲きました～２人は
アーカンソー選手権 第１日
～ブラックマネーを操る男～ 第二話
▽8:55 最終話（終）
パトロール中～」#1▽9:00 #2
パトロール中～」#3▽8:55 #4
パトロール中～」#5▽8:55 #6
パトロール中～」#7▽8:55 #8
9:00 メガヒットレジェンド
（終了時間変更の場合あり） 9:00 メガヒットレジェンド
9 三銃士／王妃の首飾りと 9:35 プルーフ・オブ・ライフ 9:45 四月は君の嘘
9:35 邦楽BREAK
9:35 超絶NBAダイジェスト！#24 9:35 ハ・ジウォン×
9:45 週刊テニスNAVI#10
ＲＯＣＫ ＹＯＵ！
ダ・ヴィンチの飛行船
10:00 シグナル／時空を超えた 10:00 シグナル／時空を超えた
ミンヒョク(CNBLUE)主演 10:00 BBC Earth 2018
［ロック・ユー！］
10
「病院船～ずっと君の
デンジャラス・ライフ#1
［エクステンデッド版］
捜査線#1
捜査線#6
▽10:45 #2
▽10:45 #7
そばに～」#5
11:00 ドクター・ストレンジ
11:00 連続ドラマＷ
11:25 海底47ｍ
11
▽11:30 #3
▽11:30 #8
▽10:50 #6
11:50 ラ・ラ・ランド
ダブル・ファンタジー 第１話
▽0:15 #4
▽0:15 #9
0:00 王様のためのホログラム
0:10 シンデレラ(2015)
0:00 ブラインドスポット３
0
▽1:00 #5
▽1:00 #10
〔PG12指定〕
タトゥーの女#13
1:00 メガヒット劇場
1:00 マイケル・チャンのテニス塾２ 1:00 メガヒット劇場
1 関ヶ原
1:45 斎藤工×板谷由夏 映画工房
1:45 斎藤工×板谷由夏 映画工房 1:45 洋楽BREAK
1:15 メガヒットレジェンド
ダンケルク(2017)
2:00 プロジェクト・
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
2:00 ベイツ・モーテル
インビジブル［ディレ
2
クターズ・カット版］ 2:55 速報！LPGA女子ゴルフツアー
#11
～サイコキラーの暴走～#2
ランウェイ16#2
#5
名医の条件#11
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
3:00 ドラマＷアンコール
3:20 ラストコップ
3:00 ジョーカー・ゲーム
3 3:40 犯人に告ぐ
メガバンク最終決戦 最終話（終）
連続ドラマＷ 沈黙法廷 第一話
連続ドラマＷ 沈黙法廷 第二話
連続ドラマＷ 沈黙法廷 第三話
連続ドラマＷ 沈黙法廷 第四話
THE MOVIE
4:00 メッセージ・イン・ア 4:00 追憶の森
4:00 奇跡のシンフォニー
4:00 素晴らしきかな、人生 4:00 アカデミー賞への招待
4
4:50 免許がない！
・ボトル
道(1954)
5:25 速報！LPGA女子ゴルフツアー
5 5:40 ジーサンズ
5:45 心が叫びたがってるんだ。
5:30 ノンフィクションＷ 浦沢直樹
6:15 劇場版 黒執事
6:00 ペット
6:00 モンスターズクラブ
(2015)
6:00 桑田佳祐
～天才漫画家の終わらない旅～
はじめての強盗
6 〔PG12指定〕
Book of the Atlantic
ボウリングスペシャル 6:30 密着！舞台『プルートゥ PLUTO』 6:40 ファミリーシアター
7:15 平日夜は最新映画！
7:00 ハ・ジウォン×
7:00 土曜ステージ
怪盗グルーの月泥棒
7 7:30 LUNATIC FEST. 2018 生中継直前スペシャル
ミンヒョク(CNBLUE)主演
7:45 平日夜は最新映画！
関ヶ原
舞台
8:00 安室奈美恵
8:00 平日夜は最新映画！
8:00 平日夜は最新映画！
「病院船～ずっと君の
『プルートゥ PLUTO』 8:20 ファミリーシアター
HiGH&LOW
8 Final Tour 2018
そばに～」#7
THE MOVIE 2 /
心が叫びたがってるんだ。
森山未來×土屋太鳳
おとなの恋の測り方
怪盗グルーのミニオン
▽8:15 #8
END OF SKY
～Finally～ 福岡公演
危機一発
(2017)
9
9:45 速報！LPGA女子ゴルフツアー
9:30 重神機パンドーラ#12
10:00 連続ドラマＷ 不発弾 10:00 連続ドラマＷ
10:00 ベイツ・モーテル
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 不発弾
10 ～ブラックマネーを操る男～ 第二話 ダブル・ファンタジー 第１話 ～サイコキラーの暴走～#2 タトゥーの女#13
ダブル・ファンタジー 第２話
～ブラックマネーを操る男～ 第三話
Season２#19
名医の条件#12
11:00 リーサル・ウェポン
11:00 連続ドラマＷ 不発弾 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
11:00 ベイツ・モーテル
11:00 ブラインドスポット３ 11:00 リーサル・ウェポン
11 Season２#19
～ブラックマネーを操る男～ 第二話
#12
～サイコキラーの暴走～#3
#6
名医の条件#12
タトゥーの女#14
Season２#20
0:00 吹替で楽しむ！「山猫は 0:00 プロジェクト・
0:00 連続ドラマＷ
0:00 SUITS／スーツ７#6 0:00 グレイズ・アナトミー14 0:00 金曜ドラマナイト
0:00 福田雄一×井上芳雄「グリーン＆ブラックス」#15 0:00 白い帽子の女
0 眠らない」７作一挙放送 ランウェイ16#3
ダブル・ファンタジー 第１話 0:50 重神機パンドーラ#11
#12
0:30 連続ドラマＷ
イ・ジュンギ主演
〔Ｒ15＋指定〕
山猫は眠らない６ 裏切りの銃撃 1:00 シェイムレス７
1:00 シグナル／時空を超えた捜査線#1 1:20 韓国ホームドラマ
1:00 シェイムレス７
「クリミナル・マインド
希望ヶ丘の人びと
1 1:45 吹替で楽しむ！「山猫は眠らない」７作一挙放送 俺たちに恥はない#10 1:50 ガーディアンズ・
第一話
：KOREA」#7
「恋の花が咲きました
俺たちに恥はない#11
▽1:25 第二話
▽1:05 #8
山猫は眠らない７ 狙撃手の 2:00 キングコング：髑髏島
～２人はパトロール中～」 2:15 週刊Hollywood Express
2:10 新米刑事モース
オブ・ギャラクシー：
2 血統〔Ｒ15＋指定相当〕
▽2:20 第三話
#1▽2:05 #2
リミックス
2:45 邦楽BREAK
2:30 吉田類の「今宵、ほろ
～オックスフォード事件簿～
の巨神
▽2:50 #3
▽3:15 第四話
〔PG12指定〕
3:20 トリプルＸ：再起動
3:00 放送機器の点検・保守のため、
Case 12
酔い酒場で」
3
▽3:35 #4
▽4:10 最終話（終）
▽3:45 Case 13
〔PG12指定〕
放送を休止いたします。
3:30 吹替で楽しむ！「山猫は眠らない」７作一挙放送 3:20 トリプルＸ：再起動

25（月）

26（火）

4:00 HK／変態仮面

27（水）

4:10 ReLIFE リライフ

28（木）

4:15 マローダーズ／襲撃者 3:00 放送機器の点検・保守 4:00 シンドラーのリスト

29（金）

4:10 連続ドラマＷ

30（土）

4 ～オックスフォード事件簿～ フォード事件簿～ Case 15
#8▽4:35 #9
全米女子プロゴルフ選手権 第１日（終了時間変更あり）
［エクステンデッド版］
フォード事件簿～
▽5:00 #10▽5:25 #11 5:15 斎藤工×板谷由夏 映画工房
Case 17
5:25 週刊Hollywood Express
Case 13
5 5:30 陽気にチーズ！チーズ！チーズ！#3 5:55 今秋シーズン3スタート！WHO I AM
▽5:50 #12（終）
5:30 ノンフィクションＷ 人形アニメーションの父・
6:00 斎藤工×板谷由夏 映画工房 6:00 速報！LPGA女子ゴルフツアー 6:15 はやおき落語
6:15 はやおき落語
持永只仁の約束 ～未完のシナリオが繋ぐ日本と中国～
6 6:15 はやおき落語#30 6:15 はやおき落語#31
6:15 はやおき落語#34
#32
#33
7:00 韓国ドラマ
7:00 韓国ドラマ
7:00 韓国ドラマ
7:00 韓国ドラマ
7:00 韓国ドラマ
7 「ピノキオ」#2
7:45 週刊テニスNAVI#11
「ピノキオ」#3
「ピノキオ」#4
「ピノキオ」#5
「ピノキオ」#6
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 「恋の花が咲きました～２人は
「恋の花が咲きました～２人は
「恋の花が咲きました～２人は
「恋の花が咲きました～２人は
「恋の花が咲きました～２人は
ダブル・ファンタジー 第２話
パトロール中～」#9▽8:55 #10
パトロール中～」#11▽8:55 #12
パトロール中～」#13▽8:55 #14
パトロール中～」#15▽8:55 #16
パトロール中～」#17▽8:55 #18 9:00 ブラインドスポット３
9 9:35 邦楽BREAK
9:40 SUITS／スーツ７
9:35 ハ・ジウォン×
9:35 ハ・ジウォン×
9:35 ハ・ジウォン×
タトゥーの女#14
10:00 シグナル／時空を超えた
ミンヒョク(CNBLUE)主演
ミンヒョク(CNBLUE)主演
ミンヒョク(CNBLUE)主演 10:00 BBC Earth 2018
#1
10 捜査線#11
▽10:40 #2
「病院船～ずっと君の
「病院船～ずっと君の
「病院船～ずっと君の
デンジャラス・ライフ#2
▽11:30 #3
▽10:45 #12
そばに～」#1
そばに～」#4
そばに～」#7
11:00 「病院船」ダイジェスト
11 ▽11:30 #13（終）
▽0:20 #4
▽10:50 #2
▽10:50 #5
▽10:50 #8
11:30 ＰとＪＫ
▽1:10 #5
▽0:05 #3
▽0:05 #6
0:10 モアナと伝説の海
0:20 追憶(2017)
0
▽2:00 #6
1:20 陽気にチーズ！チーズ！ 1:20 陽気にチーズ！チーズ！
1
1:50 速報！LPGA女子ゴルフツアー
チーズ！#5
チーズ！#6
2:00 プロジェクト・
2:00 グレイズ・アナトミー14 2:00 グッド・ドクター
2:00 ベイツ・モーテル
2:00 WOWOWプレミア
2 ランウェイ16#3
#12
～サイコキラーの暴走～#3
名医の条件#12
刑事モース～オックス
フォード事件簿～
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 ドラマＷアンコール
3 連続ドラマＷ 沈黙法廷 最終話（終） 連続ドラマＷ アキラとあきら 第一話 連続ドラマＷ アキラとあきら 第二話 連続ドラマＷ アキラとあきら 第三話 連続ドラマＷ アキラとあきら 第四話 Case 18
▽3:45 Case 19
4:00 モスラ(1961)
4:00 モスラ(1996)
4:00 モスラ２ 海底の大決戦 4:00 モスラ３
4:00 アカデミー賞への招待
4
キングギドラ来襲
ライフ・イズ・
ビューティフル
5 5:45 バイオハザード
5:45 映画「孤狼の血」のすべて
5:30 B'z Music Video
6:00 バイオハザード
6:00 バイオハザード
6:00 君の膵臓をたべたい
6:00 週刊Hollywood Express
〔PG-12指定〕
Collection
6
6:45 速報！LPGA女子ゴルフツアー
アポカリプス
〔PG-12指定〕
(2017)
7:00 ハ・ジウォン×
7 7:30 平日夜は最新映画！ 7:45 速報！LPGA女子ゴルフツアー 7:45 素顔のラミン・カリムルー 新たな挑戦
ミンヒョク(CNBLUE)主演
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！
「病院船～ずっと君の
ＰとＪＫ
8
そばに～」#9
ボン・ボヤージュ
ベイビー・ドライバー
ダンケルク(2017)
▽8:15 #10
～家族旅行は大暴走～
9 9:55 人気声優が読む♪WOWOWイチオシ番組宣伝
9:30 重神機パンドーラ#13 9:45 映画『友罪』公開記念特番
10:00 ベイツ・モーテル
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 ダブル・ファンタジー 第２話 ～サイコキラーの暴走～#3 タトゥーの女#14
ダブル・ファンタジー 第３話
Season２#20
名医の条件#13
11:00 グレイズ・アナトミー14 11:00 グッド・ドクター
11:00 ベイツ・モーテル
11:00 連続ドラマＷ 不発弾 11:00 SUITS／スーツ７
11:00 ブラインドスポット３
11 ～ブラックマネーを操る男～ 第三話 #7
#13
～サイコキラーの暴走～#4
名医の条件#13
タトゥーの女#15
0:00 網走番外地
0:00 SUITS／スーツ７#7 0:00 グレイズ・アナトミー14 0:00 金曜ドラマナイト
0:00 プロジェクト・
0:00 連続ドラマＷ
0 ランウェイ16#4
0:50 重神機パンドーラ#12
#13
イ・ジュンギ主演
宮沢賢治の食卓
第一話
1:00 シェイムレス７
1:15 バチカン奇跡調査官
1:15 生中継！
「クリミナル・マインド
1 俺たちに恥はない#11 1:45 プロジェクト・
▽0:55 第二話
LPGA女子ゴルフツアー
：KOREA」#9
#1
▽1:45 第三話
▽1:10 #10
▽1:40 #2▽2:05 #3
メジャー第3戦！
2:00 刑事モース～オックス
ランウェイ16#1
2 フォード事件簿～ 2:30 洋楽BREAK
▽2:30 #4▽2:55 #5
▽2:35 第四話
全米女子プロゴルフ
2:30 夜に生きる
▽3:20 #6▽3:45 #7
▽3:30 最終話（終）
選手権 第１日
3:00 刑事モース～オックス
Case 14
〔PG12指定〕
3 ▽3:40 Case 15
フォード事件簿～ Case 16
（終了時間変更の場合あり）
3:45 新米刑事モース

3:40 刑事モース～オックス 4:40 刑事モース～オックス 4:10 バチカン奇跡調査官

1:15 生中継！LPGA女子ゴルフツアー メジャー第3戦！ 4:45 ダ・ヴィンチ・コード

●［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 5 月 2 日現在の情報です。

