２０１８ 年 7 月 月 間 番 組 表
1（日）

2（月）

1日（日）～16日（月）

3（火）

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 〔PG12指定〕
～オックスフォード事件簿～
最後の騎士王
～ブラックマネーを操る男～
ウォーズ・ストーリー
［ロック・ユー！］
東野圭吾「片想い」
最終話（終）
第三話
［エクステンデッド版］
Case 19
5
▽5:00 第四話
5:55 洋楽BREAK
5:45 悪夢ちゃん
5:30 リーサル・ウェポン
6:15 はやおき落語
6:15 はやおき落語
6:15 はやおき落語
6:15 はやおき落語
6:15 はやおき落語
The 夢ovie
Season２#21
6 6:45 邦楽BREAK
6:30 生中継！
#35
#36
#37
#38
#39
LPGA女子ゴルフツアー
7:00 リーサル・ウェポン
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 邦楽BREAK
7 Season２#20
7:30 生中継！LPGA女子ゴルフツアー 7:55 「三国志～司馬懿 軍師連盟～」ガイド
〈ウィスコンシン〉
「ピノキオ」#7
「ピノキオ」#8
「ピノキオ」#9
「ピノキオ」#10
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
〈ウィスコンシン〉ソーンベリー・ 8:00 連続ドラマＷ
ソーンベリー・クリーク
8 ～ブラックマネーを操る男～ 第三話 「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 クリークLPGAクラシック 第１日 ダブル・ファンタジー 第３話
LPGAクラシック 第３日
パトロール中～」#19▽8:55 #20
パトロール中～」#21▽8:55 #22
パトロール中～」#23▽8:55 #24
パトロール中～」#25▽8:55 #26
9:00 リベンジ・リスト
（終了時間変更の場合あり） 9:00 ブラインドスポット３
（終了時間変更の場合あり）
9 〔PG12指定〕
9:35 サルベーション
9:35 サルベーション
9:35 サルベーション
9:45 グザヴィエ・ドラン バウンド 9:45 チュウォン主演
タトゥーの女#15
・トゥ・インポッシブル
10:00 連続ドラマＷ 不発弾
―地球の終焉―#1
―地球の終焉―#2
―地球の終焉―#3
「グッド・ドクター」 10:00 BBC Earth 2018
10 10:40 JAWS ジョーズ
#9
デンジャラス・ライフ#3（終）
～ブラックマネーを操る男～ 第四話
10:45 ER 緊急救命室 10:45 ER 緊急救命室 10:45 ER 緊急救命室 10:45 ER 緊急救命室
▽10:55 #10
11:00 メガヒットレジェンド 11:00 トリガール！
#1
#5
#9
#13
11
▽11:30 #2
▽11:30 #6
▽11:30 #10
▽11:30 #14
サブウェイ123 激突
▽0:15 #3
▽0:15 #7
▽0:15 #11
▽0:15 #15
0:05 夜明け告げるルーのうた
0 0:55 現地発！ウィンブルドンテニス最新情報
▽1:00 #4
▽1:00 #8
▽1:00 #12
▽1:00 #16
0:55 デイリーナビ！ウィンブルドンテニス 0:50 「連続ドラマＷ 黒書院の六兵衛」ガイド
1:00 メガヒット劇場
1:00 MISIA
1:00 メガヒット劇場
1 ナミヤ雑貨店の奇蹟 1:45 現地発！ウィンブルドンテニス最新情報 1:50 デイリーナビ！ウィンブルドンテニス 1:45 デイリーナビ！ウィンブルドンテニス 1:45 デイリーナビ！ウィンブルドンテニス
20th Anniversary
三度目の殺人
THE SUPER TOUR
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
2
OF MISIA 2018 Girls
#13
～サイコキラーの暴走～#4
ランウェイ16#4
#7
名医の条件#13
just wanna have fun 3:15 速報！LPGA女子ゴルフツアー
3:20 映画『泣き虫しょったんの奇跡』の全て 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 3:30 劇団☆新感線SP 徹底攻略！360°回転劇場 連続ドラマＷ アキラとあきら 第五話 連続ドラマＷ アキラとあきら 第六話 連続ドラマＷ アキラとあきら 第七話 連続ドラマＷ アキラとあきら 第八話 連続ドラマＷ アキラとあきら 最終話（終） 3:30 ノンフィクションＷ MISIA Return 3:30 劇団☆新感線SP 徹底攻略！360°回転劇場
4:00 サルベーション
4:00 関ヶ原
4:00 スター・トレック
4:00 2020
4:00 ボン・ボヤージュ
4:00 アカデミー賞への招待
to Nairobi ～10年の奇跡～
4:00 サルベーション
4 ―地球の終焉―
4:30 Ｐ.Ｓ. アイラヴユー
BEYOND
～家族旅行は大暴走～
ファミリー・ツリー
―地球の終焉―#4
▽4:45 #5
#1
5 ▽4:50 #2
▽5:30 #6
5:30 チャットモンチー
5:35 ウォークラフト
▽5:40 #3
6:15 ジーサンズ はじめての
6:00 日本最速放送！「インスティンクト」
6:20 ダイ・ハード／
クロニクル
6 6:30 週刊Hollywood Express 6:45 劇団☆新感線SP 徹底攻略！360°回転劇場 強盗
6:30 生中継！
6:30 週刊Hollywood Express 6:45 忍びの国
ラスト・デイ
〔PG12指定〕
〔PG12指定〕
7:00 錦織圭・大坂なおみ 世界の頂点へ！ 7:15 ウィンブルドンテニス
7:00 チュウォン主演
チャットモンチー
7 ウィンブルドンテニス開幕直前スペシャル！ 第１日男女シングルス 7:55 「三国志～司馬懿 軍師連盟～」ガイド CHATMONCHY 7:45 平日夜は最新映画！
「グッド・ドクター」
１回戦
#11
8:00 ファミリーシアター
8:00 平日夜は最新映画！
LAST ONEMAN LIVE
8:00 ファミリーシアター
ナミヤ雑貨店の奇蹟
8 劇場版 HUNTER×HUNTER
▽8:15 #12
～I Love CHATMONCHY～
ちょっと今から仕事
BFG：ビッグ・フレン
やめてくる
ドリー・ジャイアント
The LAST MISSION
（終了時間変更の場合あり）
9:25 「三国志～司馬懿 軍師連盟～」ガイド 9:00 矢沢永吉 -Life- 完全版
9 9:50 現地発！ウィンブルドンテニス最新情報
9:30 劇団☆新感線SP 徹底攻略！360°回転劇場
9:30 重神機パンドーラ#14
～スペシャルインタビュー＆ライヴ～
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～ 第四話 ダブル・ファンタジー 第３話
～サイコキラーの暴走～#4
ダブル・ファンタジー 第４話
～ブラックマネーを操る男～ 第五話
タトゥーの女#15
Season２#21
名医の条件#14
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#21
～ブラックマネーを操る男～ 第四話
#14
～サイコキラーの暴走～#5
#8
名医の条件#14
タトゥーの女#16
Season２#22（終）
0:00 プロジェクト・
0:00 プロジェクト・
0:00 三銃士／王妃の首飾りと 0:00 SUITS／スーツ７#8 0:00 グレイズ・アナトミー14 0:00 金曜ドラマナイト
0:00 連続ドラマＷ
0:00 心が叫びたがってるんだ。
0 ランウェイ16
#14
(2015)
ランウェイ16#5
ダ・ヴィンチの飛行船 0:50 重神機パンドーラ#13
イ・ジュンギ主演
東野圭吾「片想い」
#1
第一話
1:00 銀魂
1:20 ガーディアンズ・
1:00 シェイムレス７
「クリミナル・マインド
1 ▽0:45 #2
▽0:55 第二話
俺たちに恥はない#12（終）
：KOREA」#11
オブ・ギャラクシー：
▽1:30 #3
▽1:50 第三話
▽1:05 #12
リミックス
2:00 連続ドラマＷ 不発弾
2:15 ノンフィクションＷ 浦沢直樹
2:15 連続ドラマＷ 本日は、
2 ▽2:15 #4
▽2:45 第四話
～天才漫画家の終わらない旅～ 2:30 刑事モース
～ブラックマネーを操る男～
お日柄もよく 第１話
▽3:40 第五話
▽3:10 第２話▽4:05 第３話
第一話▽3:00 第二話
3:05 ノンフィクションＷ ゆきゆきて、原一男 3:15 トランスフォーマー／
3:45 ローグ・ワン／スター・ 3:30 ＲＯＣＫ ＹＯＵ！［ロック・
～オックスフォード事件簿～
3 ～反骨のドキュメンタリスト 70歳の闘争～ 最後の騎士王
▽4:00 第三話▽5:00 第四話
▽4:35 最終話（終）
▽5:00 最終話（終）
Case 18▽4:05 Case 19
ユー！］［エクステンデッド版］
ウォーズ・ストーリー
4:30 パトリオット・デイ

4:00 素顔のままで

せ か い

3:15 トランスフォーマー／ 4:00 連続ドラマＷ 不発弾

せ か い

3:45 ローグ・ワン／スター・ 3:30 ＲＯＣＫ ＹＯＵ！

4:05 刑事モース

4:35 連続ドラマＷ

せ か い

せ か い

9（月）

せ か い

10（火）

11（水）

12（木）

13（金）

14（土）

15（日）

16（月）

4 本日は、お日柄もよく
ダブル・ファンタジー 第４話
ツアー〈オハイオ〉
LPGA女子ゴルフツアー
山のトムさん
―地球の終焉―#2
―地球の終焉―#4
第３話
5:00 「連続ドラマＷ 黒書院の六兵衛」ガイド


マラソン・クラシック 第３日
〈オハイオ〉
5 ▽5:00 最終話（終）
マラソン・クラシック
5:45 劇団☆新感線SP 徹底攻略！360°回転劇場
5:30 生中継！LPGA女子ゴルフ 5:30 生中継！LPGA女子ゴルフ
（終了時間変更の場合あり）
最終日
6:00 邦楽BREAK
6:15 はやおき落語
6:15 はやおき落語
6:15 はやおき落語
ツアー〈オハイオ〉
ツアー〈オハイオ〉
6 6:30 生中継！
マラソン・クラシック 第１日
マラソン・クラシック 第２日 6:30 週刊Hollywood Express
（終了時間変更の場合あり）
#40
#41
#42
LPGA女子ゴルフツアー 7:00 韓国ドラマ
7:00 韓国ドラマ
7:00 韓国ドラマ
（終了時間変更の場合あり）
（終了時間変更の場合あり） 7:00 リーサル・ウェポン
7 〈ウィスコンシン〉
7:45 洋楽BREAK
7:50 本日スタート！「三国志～司馬懿 軍師連盟～」
「ピノキオ」#11
「ピノキオ」#12
「ピノキオ」#13
Season２#22（終）
ソーンベリー・クリーク 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 不発弾
8 LPGAクラシック 最終日 「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４話
～ブラックマネーを操る男～ 第五話
パトロール中～」#27▽8:55 #28
パトロール中～」#29▽8:55 #30
パトロール中～」#31▽8:55 #32
パトロール中～」#33▽8:55 #34 9:00 ブラインドスポット３ 9:15 ペット
（終了時間変更の場合あり）
9
9:35 サルベーション
9:35 サルベーション
9:35 サルベーション―地球の終焉―#6 9:35 チュウォン主演
タトゥーの女#16
（中止の場合あり）
10:25 「三国志～司馬懿 軍師連盟～」ガイド
―地球の終焉―#4
―地球の終焉―#5
「グッド・ドクター」 10:00 BBC Earth 華麗なるトリックスター
10
#11
10:30 追憶(2017)
10:30 バイバイマン
10:30 スパイダーウィックの謎
～自然界のオキテ破りたち～#1
▽10:50 #12
11:00 中国歴史ドラマ
11:00 番組未定
11:00 プロジェクト・
11 11:30 ER 緊急救命室
「三国志～司馬懿
ランウェイ16#6
0:10 クール・ランニング
0:15 タイムマシン
0:15 素晴らしきかな、人生 0:15 プリンセスと魔法のキス
軍師連盟～」第一部
0:00 HERO(2002)
#17
0 ▽0:15 #18
#1▽0:00 #2
▽1:00 #19（終）
1:00 ウォーロード
1 1:45 斎藤工×板谷由夏 映画工房 1:55 デイリーナビ！ウィンブルドンテニス 1:55 デイリーナビ！ウィンブルドンテニス 1:55 デイリーナビ！ウィンブルドンテニス 1:55 デイリーナビ！ウィンブルドンテニス
男たちの誓い［完全版］
1:45 LOVERS
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
〔PG-12指定〕
2 ランウェイ16#5
#14
～サイコキラーの暴走～#5
#8
名医の条件#14
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 連続ドラマＷ
3:15 キング・アーサー
3 ヒポクラテスの誓い 第一話 ヒポクラテスの誓い 第二話 ヒポクラテスの誓い 第三話 ヒポクラテスの誓い 第四話 ヒポクラテスの誓い 最終話（終） (2017)
3:50 速報！LPGA女子ゴルフツアー
（中止の場合あり）
4:00 バーニング・オーシャン 4:00 ライフ
4:00 海底47ｍ
4:00 ナインイレヴン
4:00 アカデミー賞への招待
4:00 サルベーション
4:00 エイリアン
4
〔PG12指定〕
運命を分けた日
コクーン
―地球の終焉―#7
▽4:45 #8
5 5:50 半落ち
▽5:35 #9
5:45 美女と野獣(2017)
5:40 美女と野獣(1991)
5:35 「恋の花が咲きました」ダイジェスト（中止あり）
6:00 LION／ライオン
6:00 デイリーナビ！ウィンブルドンテニス 6:00 劇団☆新感線SP 徹底攻略！360°回転劇場 6:20 メガヒットレジェンド 6:00 安室奈美恵
6
6:30 週刊Hollywood Express 6:30 土曜ステージ
～25年目のただいま～
TAXI NY
25th ANNIVERSARY
LIVE in OKINAWA
7:15 素顔のラミン・カリムルー 新たな挑戦 7:00 チュウォン主演
劇団☆新感線
7
『髑髏城の七人』
7:30 平日夜は最新映画！
「グッド・ドクター」
Season花
#13
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 ファミリーシアター
8:00 安室奈美恵
光をくれた人
8 ヒトラーへの285枚の
▽8:15 #14
トリガール！
兄に愛されすぎて困っ
ひるね姫～知らない
Final Tour 2018
葉書
てます
ワタシの物語～
～Finally～ 福岡公演
9 9:55 「連続ドラマＷ 黒書院の六兵衛」ガイド 9:55 「連続ドラマＷ 黒書院の六兵衛」ガイド
9:45 映画『泣き虫しょったんの奇跡』の全て 9:30 重神機パンドーラ#15 9:45 デイリーナビ！ウィンブルドンテニス
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 10:00 連続ドラマＷ
10 ダブル・ファンタジー 第４話
～サイコキラーの暴走～#5
ダブル・ファンタジー 最終話（終）
～ブラックマネーを操る男～ 最終話（終）
ダブル・ファンタジー 最終話（終）
タトゥーの女#16
Season２#22（終）
名医の条件#15
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 ER 緊急救命室 11:00 連続ドラマＷ 不発弾
11 ～ブラックマネーを操る男～ 第五話 #9
#15
～サイコキラーの暴走～#6
～ブラックマネーを操る男～ 最終話（終）
名医の条件#15
タトゥーの女#17
#1
0:00 プロジェクト・
0:00 サルベーション
0:00 SUITS／スーツ７#9 0:00 グレイズ・アナトミー14 0:00 金曜ドラマナイト
0:00 プロメテウス
0:00 メガヒット劇場
0:00 プロジェクト・
0 ランウェイ16#6
0:50 重神機パンドーラ#14
#15
―地球の終焉―#1
イ・ジュンギ主演
〔PG12指定〕
エイリアン：
ランウェイ16#7
コヴェナント
1:00 シェイムレス７
1:00 連続ドラマＷ
1:20 ハート・ロッカー
1:00 アルマゲドン
「クリミナル・マインド
1:00 クリミナル・マインド11
1 俺たちに恥はない#12（終） ダブル・ファンタジー
〔Ｒ15＋指定〕
：KOREA」#13
FBI行動分析課#1
〔PG12指定〕
▽1:05 #14
▽1:50 #2
第１話
2:15 ザ・コンサルタント
2:15 サルベーション
2:10 ダンケルク(2017)
2
▽2:40 #3
▽2:00 第２話
2:30 キル／オフ
―地球の終焉―
▽3:00 第３話
▽3:30 #4
#5
3:50 サルベーション
3:50 サルベーション
3
▽4:00 第４話
▽3:05 #6
3:35 週刊Hollywood Express
―地球の終焉―#1
―地球の終焉―#3
4:05 連続ドラマＷ

4:25 続・深夜食堂

せ か い

4:00 連続ドラマＷ

4:00 ドラマＷ

4:40 サルベーション
せ か い

4:40 サルベーション
せ か い

4:00 生中継！LPGA女子ゴルフ 4:00 生中継！

せ か い

し

ば

い

せ か い

せ か い

せ か い

せ か い

せ か い

●［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 6 月 4 日現在の情報です。

２０１８ 年 7 月 月 間 番 組 表
17（火）

18（水）

19（木）

17日（火）～31日（火）

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 4:55 絶賛放送中！「三国志～司馬懿 軍師連盟～」
FBI行動分析課#20
～サイコキラーの暴走～
4:45 邦楽BREAK
FBI行動分析課#8
FBI行動分析課#13
のため、放送を休止い
〔PG12指定〕
▽5:10 #9
▽5:30 #21
▽4:50 #14
たします。
#6
5:00 中国歴史ドラマ
5:00 中国歴史ドラマ
5 「三国志～司馬懿
▽6:20 #22（終）
▽5:30 #7
「三国志～司馬懿
5:40 週刊Hollywood Express
軍師連盟～」第一部
軍師連盟～」第一部
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 #1▽6:00 #2
#3▽6:00 #4
#43
#44
#45
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
7:20 斎藤工×板谷由夏 映画工房 7:00 ER 緊急救命室 7:00 韓国ドラマ
7:00 韓国ドラマ
7 「ピノキオ」#14
7:35 映画の妖精 フィルとムー
「ピノキオ」#15
「ピノキオ」#16
「ピノキオ」#17
#1
「ピノキオ」#18
「ピノキオ」#19
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 不発弾 8:15 韓国ホームドラマ
8:15 韓国ホームドラマ
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 ダブル・ファンタジー 最終話（終） ～ブラックマネーを操る男～ 最終話（終） 「恋の花が咲きました～２人は 「恋の花が咲きました～２人は
パトロール中～」#35▽8:55 #36
パトロール中～」#37▽8:55 #38
パトロール中～」#39▽8:55 #40
パトロール中～」#41▽8:55 #42 9:00 ブラインドスポット３ 9:00 ストリート・オブ・
パトロール中～」#43▽8:55 #44
パトロール中～」#45▽8:55 #46
9 9:35 サルベーション
9:35 サルベーション
9:35 サルベーション
9:35 チュウォン主演
9:35 サルベーション
9:35 サルベーション
タトゥーの女#17
ファイヤー
―地球の終焉―#7
―地球の終焉―#8
―地球の終焉―#9
「グッド・ドクター」 10:00 BBC Earth 華麗なるトリックスター
―地球の終焉―#10
―地球の終焉―#11
10 10:30 ９か月
#13
～自然界のオキテ破りたち～#2
10:30 ザ・キング・アーサー 10:25 ガルム・ウォーズ
10:45 スペース カウボーイ 10:30 名探偵コナン
10:30 名探偵コナン
▽10:50 #14
11:00 中国歴史ドラマ
外伝
時計じかけの摩天楼
世紀末の魔術師
11
「三国志～司馬懿
0:25 トロールズ
0:15 スネーク・アイズ
0:00 逆境ナイン
0:00 バイオハザード：
軍師連盟～」第一部
0:15 名探偵コナン
0:15 名探偵コナン
0
#3▽0:00 #4
14番目の標的(ターゲット)
(1998)
ザ・ファイナル
瞳の中の暗殺者
〔PG12指定〕
1:00 ルパン三世
1:00 メガヒット劇場
1
ブレードランナー 2049
1:55 映画『泣き虫しょったんの奇跡』の全て
バビロンの黄金伝説
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
〔PG12指定〕
2:00 プロジェクト・
2:00 SUITS／スーツ７
2 #9
#15
～サイコキラーの暴走～#6 2:50 ルパン三世 くたばれ！
名医の条件#15
ランウェイ16#7
#10
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
3:00 連続ドラマＷ
ノストラダムス
3 連続ドラマＷ 賢者の愛 第一話
連続ドラマＷ 賢者の愛 第二話
連続ドラマＷ 賢者の愛 第三話
連続ドラマＷ 賢者の愛 最終話（終）
石の繭 殺人分析班 第一話
石の繭 殺人分析班 第二話
3:55 「連続ドラマＷ 黒書院の六兵衛」ガイド
4:00 エイリアン２［完全版］ 4:00 エイリアン３［完全版］ 4:00 エイリアン４［完全版］ 4:00 アカデミー賞への招待
4:00 サルベーション
4:00 未来少年コナン#1
4:00 未来少年コナン#2
4
4:40 ルパン三世
4:30 ボディガード(1992) 4:30 デジャヴ
ザ・フライ
―地球の終焉―
#10
DEAD OR ALIVE
5
▽4:50 #11
5:45 ノンフィクションＷ たったひとりの
▽5:40 #12
6:00 ドクター・ストレンジ
伝統芸～女道楽・内海英華の粋～
6 6:45 モンスターズクラブ 6:30 サロゲート
▽6:30 #13（終）
6:30 週刊Hollywood Express 6:30 ルパン三世vs
6:45 ジョイ
6:40 アップルシード
7:00 チュウォン主演
7:20 葉加瀬太郎サマーフェスへの誘い
名探偵コナン
アルファ
7
THE MOVIE
7:25 週刊Hollywood Express
「グッド・ドクター」
#15
8:00 平日夜は最新映画！
8:00 平日夜は最新映画！
8:00 打ち上げ花火、下から見るか？
8:00 ファミリーシアター
8:15 平日夜は最新映画！
8 破裏拳ポリマー
▽8:15 #16
横から見るか？(1995)
奥田民生になりたいボーイ
8:30 ノンフィクションＷ 喜劇役者
結婚(2017)
フェリシーと夢のトウ 8:55 映画『泣き虫しょったんの奇跡』の全て
×
シューズ
9:00 平日夜は最新映画！
伊東四朗 三宅裕司 －笑いを創るということ－
9:00 平日夜は最新映画！
と出会う男すべて狂わせる
9
打ち上げ花火、下から見るか？ 9:30 重神機パンドーラ#16 9:30 アンコール放送！B'z 25th
9:45 映画の妖精 フィルとムー
キセキ－あの日のソビト－
ガール
横から見るか？(2017)
Anniversary Special 全米ツアー 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 グッド・ドクター
10:00 ベイツ・モーテル
10 ～サイコキラーの暴走～#6
密着ドキュメント「Only Two」
～サイコキラーの暴走～#7
タトゥーの女#17
名医の条件#16
黒書院の六兵衛 第一話 10:55 「連続ドラマＷ 黒書院の六兵衛」ガイド
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 ER 緊急救命室 11:00 連続ドラマＷ
11:00 SUITS／スーツ７
11 #10
#16
～サイコキラーの暴走～#7
名医の条件#16
タトゥーの女#18
#2
黒書院の六兵衛 第一話
#11
0:00 連続ドラマＷ
0:00 SUITS／スーツ７#10 0:00 グレイズ・アナトミー14 0:00 金曜ドラマナイト
0:00 連続ドラマＷ 北斗
0:00 セブン・シスターズ
0:00 プロジェクト・
0:00 連続ドラマＷ
0 石の繭 殺人分析班 第一話 0:50 重神機パンドーラ#15 #16
イ・ジュンギ主演
-ある殺人者の回心〔Ｒ15＋指定〕
ランウェイ16#8
黒書院の六兵衛 第一話
第一話
1:00 ベイツ・モーテル～サイコキラーの暴走～#1 1:20 今秋シーズン3スタート！WHO I AM 1:00 クリミナル・マインド11
「クリミナル・マインド：
1:00 ボーダーライン(2015) 1:00 アベンジャーズ・スピン
1 1:50 クリミナル・マインド11 1:30 クリミナル・マインド11
KOREA」#15▽1:05 #16
▽0:55 第二話
オフドラマ「エージェント
FBI行動分析課#15
〔Ｒ15＋指定〕
▽1:50 第三話
▽1:50 #16
FBI行動分析課#5
2:15 クリミナル・マインド11
2:15 ベイツ・モーテル
・オブ・シールド４」#1
FBI行動分析課#10
2 ▽2:40 #6▽3:30 #7
▽2:45 第四話
▽1:45 #2
▽2:20 #11▽3:10 #12 2:45 斎藤工×板谷由夏 映画工房
FBI行動分析課#17
～サイコキラーの暴走～
▽4:20 #8▽5:10 #9
▽4:00 #13▽4:50 #14 3:00 放送機器の点検・保守のため、
▽3:40 最終話（終）
▽2:30 #3
▽3:00 #18
#1
3:05 ベイツ・モーテル～サイコ
3
▽3:55 #19
▽3:15 #4
▽3:00 #2▽3:45 #3
キラーの暴走～#4▽3:55 #5
放送を休止いたします。
4:25 週刊Hollywood Express 4:20 クリミナル・マインド11 4:00 クリミナル・マインド11 3:00 放送機器の点検・保守 4:45 クリミナル・マインド11 4:35 無限の住人

し

ば

4:30 洋楽BREAK

い

せ か い

し

せ か い

せ か い

し

ば

ば

4:45 ベイツ・モーテル

い

せ か い

せ か い

まゆ

まゆ

い

せ か い

まゆ

25（水）

26（木）

27（金）

28（土）

29（日）

30（月）

31（火）

4 ドラマ「エージェント・オブ ドラマ「エージェント・オブ・ ドラマ「エージェント・オブ オフドラマ「エージェント -巨大新聞社を獲る男-#5（終） 納富貴久男・ガンエフェクト30年の挑戦 4:15 ドラマＷ
シールド４」#12▽5:05 #13
5:00 中国歴史ドラマ
・シールド４」#5
・シールド４」#16
・オブ・シールド４」#20 5:10 魔法にかけられて
双葉荘の友人
5 ▽4:45 #6▽5:30 #7 5:50 週刊Hollywood Express
▽5:15 #17
▽5:00 #21
「三国志～司馬懿
▽5:50 #22（終）
6:15 はやおき落語
6:15 はやおき落語
6:15 はやおき落語
6:15 はやおき落語
軍師連盟～」第一部
6 #46
#5▽6:00 #6
6:40 永い言い訳
#47
#48
#49
7:00 韓国ドラマ
7:00 ソ・ジソブ主演
7:00 ソ・ジソブ主演
7:00 ER 緊急救命室 7:00 ソ・ジソブ主演
7:00 ソ・ジソブ主演
〔PG12指定〕
7 「ピノキオ」最終話（終） 「オー・マイ・ビーナス」#1
「オー・マイ・ビーナス」#2
「オー・マイ・ビーナス」#3
「オー・マイ・ビーナス」#4
#2
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 「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 8:45 週刊テニスNAVI#13
「恋の花が咲きました～２人は
「恋の花が咲きました～２人は
黒書院の六兵衛 第一話
パトロール中～」#47▽8:55 #48
パトロール中～」#49▽8:55 #50
パトロール中～」#51▽8:55 #52 9:00 ブラインドスポット３ 9:00 打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？(1995)
パトロール中～」#53▽8:55 #54
パトロール中～」#55▽8:55 #56
9 9:35 サルベーション
9:35 サルベーション
9:35 チュウォン主演
9:55 打ち上げ花火、下から見るか？ 9:35 斎藤工×板谷由夏 映画工房 9:35 葉加瀬太郎サマーフェスへの誘い
タトゥーの女#18
10:00 名探偵コナン 水平線上 10:00 名探偵コナン 紺碧の棺
―地球の終焉―#13（終）
―地球の終焉―#12
「グッド・ドクター」 10:00 BBC Earth 華麗なるトリックスター
横から見るか？(2017)
10 10:20 名探偵コナン 天国への 10:20 名探偵コナン
#15
～自然界のオキテ破りたち～#3（終）
の陰謀(ストラテジー)
(ジョリー・ロジャー)
▽10:50 #16
迷宮の十字路
11:00 中国歴史ドラマ

カウントダウン
11
(クロスロード)
「三国志～司馬懿
11:30 WOWOWディズニー・スペシャル[夏]
0:10 名探偵コナン
0:10 名探偵コナン
0:00 ピーチガール
軍師連盟～」第一部
／「カーズ」全３作一挙放送
0:00 名探偵コナン
0:00 名探偵コナン
0 ベイカー街(ストリート) 銀翼の奇術師
#5▽0:00 #6
カーズ
戦慄の楽譜(フルスコア)
探偵たちの鎮魂歌
(マジシャン)
(レクイエム)
の亡霊
1:00 メガヒットレジェンド 1:30 カーズ トゥーン Part１
1
アイ・アム・レジェンド 1:50 カーズ２
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 プロジェクト・
2:00 SUITS／スーツ７
2 #16
～サイコキラーの暴走～#7 2:45 マイケル・チャンのテニス塾２
名医の条件#16
ランウェイ16#8
#11
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 パイレーツ・オブ・
3:00 連続ドラマＷ
3:00 連続ドラマＷ
3 石の繭 殺人分析班 第三話 石の繭 殺人分析班 第四話 石の繭 殺人分析班 最終話（終） カリビアン／最後の海賊 3:40 カーズ トゥーン Part２ 水晶の鼓動 殺人分析班 第一話 水晶の鼓動 殺人分析班 第二話
4:00 未来少年コナン#3
4:00 未来少年コナン#4
4:00 アカデミー賞への招待
4:00 メガヒット劇場
4:00 未来少年コナン#5
4:00 未来少年コナン#6
4 4:30 ブラッド・ファーザー 4:30 ミッション：８ミニッツ
4:30 ワンダーウーマン
ある公爵夫人の生涯
カーズ／クロスロード 4:30 エアフォース・ワン
5:25 「連続ドラマＷ 黒書院の六兵衛」ガイド
〔PG12指定〕
5
5:30 Amuse Fes
5:45 カーズ トゥーン Part３
6:00 攻殻機動隊 新劇場版 6:15 光（河瀨直美監督）
6:15 映画の妖精 フィルとムー
in MAKUHARI 2018 6:10 カーズ トゥーン Part４
6
－ 雨男晴女 －
6:25 ベイビー・ドライバー 6:45 ファンタスティック・
6:30 週刊Hollywood Express
7:00 チュウォン主演
ビーストと魔法使いの旅 7:00 ノンフィクションＷ MISIA Return
7 7:45 平日夜は最新映画！
to Nairobi ～10年の奇跡～
「グッド・ドクター」
#17
8:00 平日夜は最新映画！
8:00 土曜ステージ
8:20 ファミリーシアター
8:00 平日夜は最新映画！
美しい星
8
▽8:15 #18
ブレードランナー 2049
三谷幸喜
絵文字の国のジーン
怪物はささやく
〔PG12指定〕
「江戸は燃えているか」
9:00 平日夜は最新映画！
9 9:55 「恋の花が咲きました」ダイジェスト
9:30 重神機パンドーラ#17
スキップ・トレース
10:00 ブラインドスポット３
10:00 連続ドラマＷ
10:00 グッド・ドクター
10:00 ベイツ・モーテル
10 タトゥーの女#18
～サイコキラーの暴走～#8
黒書院の六兵衛 第二話
名医の条件#17
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 ER 緊急救命室 11:00 連続ドラマＷ
11:00 SUITS／スーツ７
11 #17
～サイコキラーの暴走～#8
名医の条件#17
#3
タトゥーの女#19
黒書院の六兵衛 第二話
#12
0:00 SUITS／スーツ７#11 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」#16 0:00 ジョン・ウィック：
0:00 プロジェクト・
0:00 セーフハウス
0 0:50 重神機パンドーラ#16 #17
0:30 連続ドラマＷ 社長室の冬
～もう一人の殺人鬼～#1
チャプター２
イ・ジュンギ主演
ランウェイ16#9
〔Ｒ15＋指定〕
1:20 アベンジャーズ・スピン 1:00 LPGA女子ゴルフツアー〈スコットランド〉
「クリミナル・マインド
-巨大新聞社を獲る男1:00 BBC Earth
1:00 中国歴史ドラマ
1 オフドラマ「エージェント アバディーン・スタンダード・インベストメ ：KOREA」#17
#1
華麗なるトリックスター
「三国志～司馬懿
▽1:05 #18
▽1:25 #2
軍師連盟～」第一部
・オブ・シールド４」#8
ンツ・スコットランド女子オープン 第１日
2:15 ディストラクション・
～自然界のオキテ破り
2 ▽2:05 #9
▽2:20 #3
#1▽2:00 #2
たち～#1
（終了時間変更の場合あり） 2:30 アベンジャーズ・スピンオフ
ベイビーズ
▽2:50 #10
▽3:15 #4
▽3:00 #3▽4:00 #4
▽2:00 #2
〔Ｒ15＋指定〕
3:00 アベンジャーズ・スピンオフドラマ
ドラマ「エージェント・オブ・
3 ▽3:35 #11
▽4:10 #5（終）
▽3:00 #3（終）
▽5:00 #5▽6:00 #6
「エージェント・オブ・シールド４」#14▽3:45 #15
シールド４」#18▽3:20 #19
4:00 アベンジャーズ・スピンオフ 4:20 アベンジャーズ・スピンオフ 4:30 アベンジャーズ・スピンオフ 4:10 アベンジャーズ・スピン 4:10 連続ドラマＷ 社長室の冬 4:15 ノンフィクションＷ 日本映画を変える銃弾 4:00 斎藤工×板谷由夏 映画工房
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●［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 6 月 4 日現在の情報です。

