
時代劇専門チャンネル　2023年5月編成表

【編成に関する注意】

■無料放送
・スカパー！サービス(ch.292)
・スカパー！プレミアムサービス(ch.662)
・スカパー！プレミアムサービス光(ch.662)
では、以下の番組を無料放送でお楽しみいただけます。

・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネル「藤純子劇場4K」の作品紹介 #4
・(オリジナル番組) 日本映画専門チャンネルpresents「藤純子劇場4K」のすべて #4

・生活情報の時間
・おひるの生活情報の時間
・特選！大江戸買い物帳
・お悩みスパっと解決！しあわせお届け便

・5/7(日)14:00～19:00の番組 …

＜4Kデジタルリマスター版＞＜4Kデジタル修復版＞の番組は2Kダウンコンバートにて放送いたします。

■解説放送
・スカパー！サービス(ch.292)
・スカパー！プレミアムサービス(ch.662)
・スカパー！プレミアムサービス光(ch.662)
では、[解]のついた作品は副音声にて解説放送をお楽しみいただけます。

・5/8(月)23:00 ～「八幡鳩九郎」
・5/31(水)2:00 ～「無明剣走る」

■番組情報マーク
[新]:新シリーズスタート
[終]:シリーズ終了

■字幕放送

時代劇専門チャンネルでは、下記の情報番組を除き、すべての時代劇作品で字幕放送を行っています。

・生活情報の時間

・おひるの生活情報の時間

・特選！大江戸買い物帳

・お悩みスパっと解決！しあわせお届け便

編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。



時代劇専門チャンネル　2023年5月編成表

05/01(月) 05/02(火) 05/03（水・祝） 05/04（木・祝） 05/05（金・祝） 05/06(土) 05/07(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 大岡越前 第6部 ［終］　大岡越前 第6部 ［新］　大岡越前 第7部 鬼平犯科帳'75 眠狂四郎
#29 #1 #7 恋しぐれ円月殺法！

主演：加藤剛 #30 #31 #32 主演：加藤剛 主演：丹波哲郎 将軍家、若君乱心の謎を斬る！

5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00
暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 鬼平犯科帳'75

#29 主演：田村正和
主演：松平健 #30 #31 #32 #33 #8

6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00
［終］　江戸の用心棒 ［新］　斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 鬼平犯科帳'75 眠狂四郎

#26 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ 江戸城に渦巻く陰謀！
主演：古谷一行 #1　主演：中村吉右衛門 #2 #3 #4 #9 母よ、妻よ、女たちよ、

7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 円月殺法、御照覧あれ！！
大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 吉宗評判記　暴れん坊将軍

#19 #121 主演：田村正和
主演：加藤剛 #20 #21 #22 #23 主演：松平健  7:55 時代劇スタア列伝　その男、阪東妻三郎

8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00 【北大路欣也劇場】
大江戸捜査網 大江戸捜査網 大江戸捜査網 大江戸捜査網 大江戸捜査網 吉宗評判記　暴れん坊将軍 徳川剣豪伝

（主演：里見浩太朗・第１シリーズ） （主演：里見浩太朗・第１シリーズ） （主演：里見浩太朗・第１シリーズ） （主演：里見浩太朗・第１シリーズ） （主演：里見浩太朗・第１シリーズ） それからの武蔵
#16 #17 #18 #19 #20 #122 #5　主演：北大路欣也

9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00
斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 吉宗評判記　暴れん坊将軍 徳川剣豪伝

＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ それからの武蔵
#9　主演：中村吉右衛門 #10 #11 #12 #13 #123 #6

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】 10:00 【池波正太郎劇場】
暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ はぐれ狼 鬼平犯科帳２

＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#48 #49 #50 #51 #52  #12　主演：中村吉右衛門

11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 主演：中村梅之助 11:00
［新］　徳川風雲録 徳川風雲録 徳川風雲録 徳川風雲録 徳川風雲録 剣客商売５
御三家の野望　#1 御三家の野望 御三家の野望 御三家の野望 御三家の野望 #8
主演：北大路欣也 #2 #3 #4 #5 11:45 生活情報の時間 主演：藤田まこと

12:00 12:00　お悩みスパっと解決！ 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
しあわせお届け便 おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 特選！大江戸買い物帳 大岡越前 第7部 【生誕120年

12:30　風の中のあいつ 12:30 12:30 12:30 12:30 #22 時代劇スタア・片岡千恵蔵】
#3　主演：萩原健一 風の中のあいつ　#4 風の中のあいつ　#5 風の中のあいつ　#6 風の中のあいつ　#7 主演：加藤剛 （映画）

13:00 13:00 血槍富士(1955)
13:00　びいどろで候 13:00　鬼平犯科帳１ 13:00　オリジナル時代劇 13:00　オリジナル時代劇 13:00　オリジナル時代劇 大岡越前 第7部

～長崎屋夢日記～　#5 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ 帰郷 吹く風は秋 三屋清左衛門残日録 主演：片岡千恵蔵
出演：八千草薫／原田知世 #24　主演：中村吉右衛門 主演：橋爪功 三十年ぶりの再会 #23 13:45 生活情報の時間

14:00 14:05 14:00 14:00
主演：仲代達矢 【新・藤沢周平劇場　スペシャル 主演：北大路欣也 大岡越前 第7部 騎馬奉行がゆく

14:00　チャンネル初！ 14:00　チャンネル初！ ～藤沢周平の描いた郷愁～】 14:50 「藤純子劇場4K」のすべて　#4

(映画） (映画） 闇の傀儡師 14:55 #24  
15:00 潮来笠 悲恋の若武者 15:10 生活情報の時間 泥棒と殿様 15:00 【北大路欣也劇場】 主演：高橋英樹

出演：小林勝彦／橋幸夫 主演：橋幸夫 15:25 「藤純子劇場4K」のすべて　#4 主演：北大路欣也 徳川剣豪伝　それからの武蔵

15:35 生活情報の時間 15:35 生活情報の時間 15:30 主演：火野正平 #7　主演：北大路欣也 15:40
15:50 福来る。日本の縁起物　#1 15:50 福来る。日本の縁起物　#2 日本の城 関東・甲信越編 15:45 生活情報の時間 15:50 大江戸桜吹雪

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 徳川剣豪伝 八千両の舞
必殺仕置人 必殺仕置人 必殺仕置人 必殺仕置人 必殺仕置人 それからの武蔵  

#7 #8 主演：杉良太郎
出演：山崎努／藤田まこと #8 #9 #10 #11 16:45 生活情報の時間

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 【池波正太郎劇場】 17:00 【池波正太郎劇場】
大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 剣客商売スペシャル 鬼平犯科帳２

#8 春の嵐 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
主演：加藤剛 #9 #10 #11 #12  #6

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 主演：藤田まこと 剣客商売５

#87
18:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#4 #88 #89 #90 #91 18:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#4 #3

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
将軍の隠密！影十八 将軍の隠密！影十八 将軍の隠密！影十八 将軍の隠密！影十八 将軍の隠密！影十八 19:00　チャンネル初！ 19:00　チャンネル初！

#3 (映画） (映画）
主演：三田村邦彦 #4 #5 #6 #7 潮来笠 悲恋の若武者

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 出演：小林勝彦／橋幸夫 主演：橋幸夫

＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ 20:30
#9　主演：中村吉右衛門 #10 #11 #12 #13 20:45 「藤純子劇場4K」の作品紹介　#4 暴れん坊将軍Ⅲスペシャル

21:00 21:00 21:00 初富士の花嫁、
大江戸捜査網 ［終］　大江戸捜査網 21:00　弐十手物語 21:00　徳川無頼帳 21:00　流れ星佐吉 21:00　チャンネル初！  吉宗の禁じられた恋！

（主演：里見浩太朗・第２シリーズ） （主演：里見浩太朗・第２シリーズ） 【セレクション放送】　#4 【セレクション放送】　#9 【セレクション放送】　#2 カックラキン大放送！！
#16 #17 出演：名高達郎／野口五郎 出演：千葉真一／西城秀樹 主演：郷ひろみ 【セレクション放送】 主演：松平健

22:00 #155　#310　#348
22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 出演：野口五郎／西城秀樹 22:10

［終］　びいどろで候 鬼平犯科帳１ (舞台) (舞台) (舞台) ／郷ひろみ　ほか 荒木又右衛門
～長崎屋夢日記～　#13 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#25 星影の人 舞姫 はいからさんが通る 22:45 日本の城 北陸・東海編2 男たちの修羅 

23:00 23:00
 ひらり又四郎危機一髪！

23:00 23:00 出演：早霧せいな 出演：愛音羽麗 出演：柚香光 主演：加藤剛
(映画） (映画） ／咲妃みゆ ほか ／野々すみ花 ほか ／華優希 ほか

0:00 サムライせんせい 劇場版タイムスクープハンター ※前後解説付き ※前後解説付き ※前後解説付き 主演：高橋英樹
安土城 後の１日 ゲスト:彩凪翔 コメントゲスト: ゲスト:華優希

主演：市原隼人  0:30 野々すみ花
 0:45 「藤純子劇場4K」の作品紹介　#4 主演：要潤 日本の城 北陸・東海編  0:40

1:00  1:00  1:00  1:00  1:00 1:10  1:00 【生誕120年
必殺仕掛人 必殺仕掛人 必殺仕掛人 必殺仕掛人 柳生一族の陰謀 時代劇スタア・片岡千恵蔵】

#20 必殺仕掛人 #28 （映画）
主演：緒形拳 #21 #22 #23 主演：千葉真一 壮烈新選組　幕末の動乱

2:00  2:00  2:00  2:00  2:00 #24  2:00  
［新］　無宿侍 無宿侍 無宿侍 無宿侍 2:05 柳生一族の陰謀 主演：片岡千恵蔵

#1 無宿侍
主演：天知茂 #3 #5 #7 #9 #29  2:40

3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00 春姿ふたり鼠小僧
無宿侍 無宿侍 無宿侍 無宿侍 無宿侍 柳生一族の陰謀

主演：杉良太郎
#2 #4 #6 #8 #10 #30

 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【特選！日替り時代劇】 ＜ＧＷ特別企画＞【華麗なる宝塚歌劇の世界～Season４～】アンコール

【“御三家”橋幸夫、時代劇で辿るその軌跡】

【“御三家”橋幸夫、時代劇で辿るその軌跡】

【特集・タイムトラベル時代劇】

【特選！日替り時代劇】 ＜ＧＷ特別企画＞【新・藤沢周平劇場スペシャル】

【新御三家見参！時代劇とカックラキン】

【午後のスペシャルアワー】

【時代劇プレミアム23】

編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。



時代劇専門チャンネル　2023年5月編成表

05/08(月) 05/09(火) 05/10(水) 05/11(木) 05/12(金) 05/13(土) 05/14(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 鬼平犯科帳'75 眠狂四郎
今日あって、

#2 #3 #4 #5 #6 #10 明日なき命を生きる者
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00

暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 鬼平犯科帳'75 主演：田村正和

#34 #35 #36 #37 #38 #11  5:55 時代劇スタア列伝　その男、阪東妻三郎

6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00
斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 鬼平犯科帳'75 眠狂四郎

＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ 雪の夜に私を殺して！
#5 #6 #7 #8 #9 #12 狂四郎を愛し続けた女

7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00
大岡越前 第8部 大岡越前 第8部 ［終］　大岡越前 第8部 ［新］　大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 吉宗評判記　暴れん坊将軍

#1 #2 主演：田村正和
#24 #25 #26 主演：加藤剛  7:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#4 #124

8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00 【北大路欣也劇場】
大江戸捜査網 大江戸捜査網 大江戸捜査網 大江戸捜査網 大江戸捜査網 吉宗評判記　暴れん坊将軍 徳川剣豪伝

（主演：里見浩太朗・第１シリーズ） （主演：里見浩太朗・第１シリーズ） （主演：里見浩太朗・第１シリーズ） （主演：里見浩太朗・第１シリーズ） （主演：里見浩太朗・第１シリーズ） それからの武蔵
#21 #22 #23 #24 #25 #125 #7

9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00
斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 吉宗評判記　暴れん坊将軍 徳川剣豪伝

＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ それからの武蔵
#14 #15 #16 #17 #18 #126 #8

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】 10:00 【池波正太郎劇場】
暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 荒木又右衛門 鬼平犯科帳２

決闘鍵屋の辻 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#53 #54 #55 #56 #57  #13

11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
徳川風雲録 徳川風雲録 徳川風雲録 徳川風雲録 徳川風雲録 主演：高橋英樹 剣客商売５

御三家の野望 御三家の野望 御三家の野望 御三家の野望 御三家の野望
#6 #7 #8 #9 #10 11:45 生活情報の時間 #9

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00　お悩みスパっと解決！ 12:00 12:00　チャンネル初！
特選！大江戸買い物帳 おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 しあわせお届け便 大岡越前 第7部 【生誕120年

12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 時代劇スタア・片岡千恵蔵】
風の中のあいつ　#8 風の中のあいつ　#9 風の中のあいつ　#10 風の中のあいつ　#11 風の中のあいつ　#12 #25 （映画）

13:00 13:00 【新・藤沢周平劇場】 13:00 紫頭巾(1958)
13:00 13:00 13:00 13:00 新・腕におぼえあり 大岡越前 第7部

びいどろで候 鬼平犯科帳１ 剣客商売４ 水戸黄門外伝　かげろう忍法帖 よろずや平四郎活人剣 主演：片岡千恵蔵
～長崎屋夢日記～　#6 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#25 #7　主演：藤田まこと #4　主演：由美かおる #24　主演：高嶋政伸 #26 13:45 生活情報の時間

14:00 14:00 14:00
［終］　大岡越前 第7部 【～母の日企画～

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00　必殺スペシャル 映画とドラマで見る「かあちゃん」】

(映画） (映画） 必殺スペシャル 必殺スペシャル 必殺仕事人意外伝 #27 （映画）
15:00 おけさ唄えば 花の兄弟（1961年） 仕事人大集合 仕事人アヘン戦争へ行く 主水、第七騎兵隊と闘う 15:00 【北大路欣也劇場】 かあちゃん

主演：市川雷蔵／橋幸夫 主演：市川雷蔵／橋幸夫 翔べ！熱気球よ香港へ 大利根ウエスタン月夜 徳川剣豪伝　それからの武蔵

15:35 生活情報の時間 15:35 生活情報の時間 主演：藤田まこと 主演：藤田まこと 主演：藤田まこと #9 主演：岸惠子
15:50 福来る。日本の縁起物　#3 15:50 福来る。日本の縁起物　#4 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:50

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 徳川剣豪伝 16:00
必殺仕置人 必殺仕置人 必殺仕置人 必殺仕置人 必殺仕置人 それからの武蔵 かあちゃん

#15 #10
#12 #13 #14 16:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#4 #16 16:45 生活情報の時間 主演：野川由美子 

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 【池波正太郎劇場】 17:00 【池波正太郎劇場】
大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 剣客商売スペシャル 鬼平犯科帳２

#13 道場破り ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
17:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#4 #14 #15 #16 #17  #7

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 主演：藤田まこと 剣客商売５

#92 #93 #94 #95 #96 #4
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00　　TV初放送！ 19:00 【～誕生50年～

将軍の隠密！影十八 将軍の隠密！影十八 将軍の隠密！影十八 将軍の隠密！影十八 将軍の隠密！影十八 【映画「宮本武蔵」 必殺・中村主水祭り】
<4Kデジタルリマスター版> 必殺スペシャル

#8 #9 #10 #11 #12 5部作TV初放送】 仕事人大集合
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 （映画）

斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 宮本武蔵　巌流島の決斗 主演：藤田まこと
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#14 #15 #16 #17 #18 20:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#4

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 主演：中村錦之助 21:00　オリジナル時代劇
［新］　江戸の朝焼け 江戸の朝焼け 江戸の朝焼け 江戸の朝焼け 江戸の朝焼け 21:10 【新・藤沢周平劇場スペシャル】

#1 暴れん坊将軍Ⅲ 吹く風は秋
主演：沖雅也 #2 #3 #4 #5 500回記念スペシャル

22:00 22:00 22:00 【新・藤沢周平劇場】 将軍琉球へ渡る 主演：橋爪功
（映画） 22:00 22:00 22:00 ［新］　神谷玄次郎捕物控 天下分け目の決闘 22:10
高瀬舟 ［終］　鬼平犯科帳１ 剣客商売４ 水戸黄門外伝　かげろう忍法帖 #1 運命峠

主演：前田吟 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ #8 #5 主演：松平健  
23:00 【時代劇プレミアム23】 主演：古谷一行 22:55 「藤純子劇場4K」の作品紹介　#4

23:00 #26 23:00 23:00 【時代劇プレミアム23】 23:10 主演：松平健
［解］　八幡鳩九郎 【時代劇プレミアム23】 紫頭巾 紫頭巾 23:20 暴れん坊将軍Ⅲスペシャル

23:30 黄金の秘密 京洛の大粛清 阿部一族 みちのく血判状！
0:00  【映画「宮本武蔵」   魔性の谷の決戦！！

主演：松平健 <4Kデジタルリマスター版>  
5部作TV初放送】 主演：高橋英樹 主演：高橋英樹 主演：山崎努 主演：松平健
（映画）  0:40

1:00  1:00 宮本武蔵　一乗寺の決斗  1:00  1:00  1:00  1:00 【生誕120年
必殺仕掛人 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ 必殺仕掛人 必殺仕掛人 必殺仕掛人 柳生一族の陰謀 時代劇スタア・片岡千恵蔵】

主演：中村錦之助 （映画）
#25  1:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#4 #26 #27 #28 #31 五人のあばれ者

2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00 主演：片岡千恵蔵
無宿侍 ［終］　無宿侍 上意討ち 音なし源 道場破り 柳生一族の陰謀  2:20

拝領妻始末 さの字殺し ひらり又四郎危機一髪！
#11 #13    #32

3:00  3:00  3:00 主演：若山富三郎  3:00
無宿侍 大岡政談 主演：加藤剛 主演：中村梅之助 柳生一族の陰謀 主演：高橋英樹

#12 主演：西郷輝彦 #33
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【特選！日替り時代劇】

【旅立ちの春！『市川雷蔵×橋幸夫』喜劇時代劇】

【時代劇プレミアム23】

【～誕生50年～必殺・中村主水祭り】
【午後のスペシャルアワー】

【特選！日替り時代劇】

編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。



時代劇専門チャンネル　2023年5月編成表

05/15(月) 05/16(火) 05/17(水) 05/18(木) 05/19(金) 05/20(土) 05/21(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 鬼平犯科帳'75 大岡政談

#7 #8 #9 #10 #11 #13 主演：西郷輝彦 
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00　チャンネル初！

暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 鬼平犯科帳'75 【“御三家”橋幸夫、
時代劇で辿るその軌跡】

#39 #40 #41 #42 #43 #14 (映画）潮来笠
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00 出演：小林勝彦／橋幸夫

斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 鬼平犯科帳'75  6:20 【旅立ちの春！
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ 『市川雷蔵×橋幸夫』

#10 #11 #12 #13 #14 #15 喜劇時代劇】
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 （映画）

大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 吉宗評判記　暴れん坊将軍 おけさ唄えば

#3 #4 #5 #6 #7 #127 出演：市川雷蔵／橋幸夫
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00 【北大路欣也劇場】

大江戸捜査網 大江戸捜査網 大江戸捜査網 大江戸捜査網 大江戸捜査網 吉宗評判記　暴れん坊将軍 徳川剣豪伝
（主演：里見浩太朗・第１シリーズ） （主演：里見浩太朗・第１シリーズ） （主演：里見浩太朗・第１シリーズ） （主演：里見浩太朗・第１シリーズ） （主演：里見浩太朗・第１シリーズ） それからの武蔵

#26 #27 #28 #29 #30 #128 #9
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00

斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 斬り捨て御免！２ 吉宗評判記　暴れん坊将軍 徳川剣豪伝
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ それからの武蔵

#19 #20 #21 #22 #23 #129 #10
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】 10:00 【池波正太郎劇場】

暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 剣客商売スペシャル 鬼平犯科帳２
#61 助太刀 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#58 #59 #60 10:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#4 #62  #14
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

徳川風雲録 徳川風雲録 ［終］　徳川風雲録 ［新］　将軍の隠密！ 将軍の隠密！影十八 主演：藤田まこと ［終］　剣客商売５
御三家の野望 御三家の野望 御三家の野望 影十八　#1

#11 #12 #13 主演：三田村邦彦 #2 11:45 生活情報の時間 #10
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00　お悩みスパっと解決！ 12:00 12:00

特選！大江戸買い物帳 おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 しあわせお届け便 ［新］　大岡越前 第8部 花嵐の剣士
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 #1 ～幕末を生きた女剣士

風の中のあいつ　#13 風の中のあいつ　#14 風の中のあいつ　#15 風の中のあいつ　#16 風の中のあいつ　#17 主演：加藤剛 ・中澤琴～ 
13:00 13:00 【新・藤沢周平劇場】 13:00

13:00 13:00 13:00 13:00 ［新］　神谷玄次郎捕物控 大岡越前 第8部 主演：黒木メイサ
びいどろで候 ［終］　鬼平犯科帳１ 剣客商売４ 水戸黄門外伝　かげろう忍法帖 #1 13:40

～長崎屋夢日記～　#7 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ #8 #5 #2 （映画）
14:00 【午後のスペシャルアワー】 #26 主演：古谷一行 14:00 高瀬舟

14:00 【午後のスペシャルアワー】 14:00 14:00 【午後のスペシャルアワー】 大岡越前 第8部 主演：前田吟
佐武と市捕物控 14:20 佐武と市捕物控３ 佐武と市捕物控４ 14:20 14:30　　TV初放送！

 佐武と市捕物控２ 剣客商売 #3 【映画「宮本武蔵」
15:00    婚礼の夜 15:00 【北大路欣也劇場】 <4Kデジタルリマスター版>

主演：三浦友和／梅宮辰夫 主演：三浦友和／梅宮辰夫 主演：三浦友和／梅宮辰夫 徳川剣豪伝　それからの武蔵 5部作TV初放送】
主演：三浦友和／梅宮辰夫 #11 （映画）

15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 主演：北大路欣也 15:50 宮本武蔵　巌流島の決斗
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 徳川剣豪伝 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

必殺仕置人 必殺仕置人 必殺仕置人 必殺仕置人 16:10 それからの武蔵 主演：中村錦之助
必殺仕置人 #12 16:40 生活情報の時間

#17 #18 #19 #20 16:45 生活情報の時間 16:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#4

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 #21 17:00 【池波正太郎劇場】 17:00 【池波正太郎劇場】
大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 17:05 剣客商売 鬼平犯科帳２

大岡越前 第10部 辻斬り ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
#18 #19 #20 #21 #22  #8

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 出演：加藤剛 18:00
暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ ／二代目中村又五郎 剣客商売５

#97 #98 #99 #100 #101 18:45 「藤純子劇場4K」の作品紹介　#4 #5
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00　オリジナル時代劇 19:00 【～誕生50年～

将軍の隠密！影十八 将軍の隠密！影十八 将軍の隠密！影十八 将軍の隠密！影十八 将軍の隠密！影十八 【新・藤沢周平劇場スペシャル】 必殺・中村主水祭り】
三屋清左衛門残日録 必殺スペシャル

#13 #14 #15 #16 #17 三十年ぶりの再会 仕事人アヘン戦争へ行く
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 翔べ！熱気球よ香港へ

斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ ［終］　斬り捨て御免！３ 怪談！妲妃のお百  主演：藤田まこと
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ 主演：北大路欣也 20:40

#19 #20 #21 #22 主演：梶芽衣子 【映画「宮本武蔵」
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 <4Kデジタルリマスター版>

江戸の朝焼け 江戸の朝焼け 江戸の朝焼け 江戸の朝焼け 江戸の朝焼け 【～母の日企画～ 5部作TV初放送】
映画とドラマで見る「かあちゃん」】 （映画）

#6 #7 #8 #9 #10 （映画） 宮本武蔵　一乗寺の決斗
22:00 22:00　オリジナル時代劇 22:00 【新・藤沢周平劇場】 かあちゃん ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

【新・藤沢周平劇場スペシャル】 22:00 22:00 22:00 神谷玄次郎捕物控
帰郷 ［新］　鬼平犯科帳２ 剣客商売４ 水戸黄門外伝　かげろう忍法帖 主演：岸惠子 主演：中村錦之助

＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ #9 #6 #2 22:45 「藤純子劇場4K」の作品紹介　#4

23:00 #1　主演：中村吉右衛門
主演：仲代達矢 【時代劇プレミアム23】 23:00 23:00 23:00

23:20　チャンネル初！ 23:00 23:00　チャンネル初！ 忍者狩り （映画） （映画）
【新御三家見参！時代劇とカックラキン】 （映画） （映画） 御存じ いれずみ判官 任侠清水港

0:00 カックラキン大放送！！ 血槍富士(1955) 紫頭巾(1958)  
 0:10 【セレクション放送】 主演：松方弘樹   

七衛門の首 #155　#310　#348 主演：片岡千恵蔵 主演：片岡千恵蔵 主演：片岡千恵蔵 主演：片岡千恵蔵
出演：野口五郎／西城秀樹／郷ひろみ　ほか  0:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#4  0:45 「藤純子劇場4K」の作品紹介　#4

1:00 主演：南原清隆  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00 【新御三家見参！時代劇とカックラキン】

 1:05 必殺仕掛人 必殺仕掛人 必殺仕掛人 ［終］　必殺仕掛人 柳生一族の陰謀 弐十手物語
必殺仕掛人 【セレクション放送】　#4

#29 #30 #31 #32 #33 #34 出演：名高達郎／野口五郎
2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00

［新］　幻之介世直し帖 幻之介世直し帖 幻之介世直し帖 幻之介世直し帖 幻之介世直し帖 柳生一族の陰謀 徳川無頼帳
#1 【セレクション放送】　#9

主演：小林旭 #3 #5 #7 #9 #35 出演：千葉真一／西城秀樹
3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00

幻之介世直し帖 幻之介世直し帖 幻之介世直し帖 幻之介世直し帖 幻之介世直し帖 柳生一族の陰謀 流れ星佐吉
【セレクション放送】　#2

#2 #4 #6 #8 #10 #36 主演：郷ひろみ
 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【特選！日替り時代劇】

【生誕120年　時代劇スタア・片岡千恵蔵】
【時代劇プレミアム23】

【特選！日替り時代劇】

【午後のスペシャルアワー】

【生誕120年　時代劇スタア・片岡千恵蔵】

編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。



時代劇専門チャンネル　2023年5月編成表

05/22(月) 05/23(火) 05/24(水) 05/25(木) 05/26(金) 05/27(土) 05/28(日)
4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 鬼平犯科帳'75 怪談！妲妃のお百

#12 #13 #14 #15 #16 #16  主演：梶芽衣子
5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00  5:00 【旅立ちの春！

暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 鬼平犯科帳'75 『市川雷蔵×橋幸夫』
喜劇時代劇】

#44 #45 #46 #47 #48 #17 （映画）
6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00  6:00 花の兄弟（1961年）

斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 鬼平犯科帳'75 出演：市川雷蔵／橋幸夫
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞  6:40　チャンネル初！

#15 #16 #17 #18 #19 #18 【“御三家”橋幸夫、
7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00  7:00 時代劇で辿るその軌跡】

大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 吉宗評判記　暴れん坊将軍 (映画）
悲恋の若武者

#8 #9 #10 #11 #12 #130 主演：橋幸夫
8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00 【北大路欣也劇場】

大江戸捜査網 大江戸捜査網 大江戸捜査網 大江戸捜査網 ［終］　大江戸捜査網 吉宗評判記　暴れん坊将軍 徳川剣豪伝
（主演：里見浩太朗・第１シリーズ） （主演：里見浩太朗・第１シリーズ） （主演：里見浩太朗・第１シリーズ） （主演：里見浩太朗・第１シリーズ） （主演：里見浩太朗・第１シリーズ） それからの武蔵

#31 #32 #33 #34 #35 #131 #11
9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00  9:00

斬り捨て御免！２ ［終］　斬り捨て御免！２ ［新］　斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 吉宗評判記　暴れん坊将軍 徳川剣豪伝
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ それからの武蔵

#24 #25 #1　主演：中村吉右衛門 #2 #3 #132 #12
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 【池波正太郎劇場】 10:00 【池波正太郎劇場】

暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 剣客商売スペシャル 鬼平犯科帳２
母と娘と ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#63 #64 #65 #66 #67  #15
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

将軍の隠密！影十八 将軍の隠密！影十八 将軍の隠密！影十八 将軍の隠密！影十八 将軍の隠密！影十八 主演：藤田まこと ［新］　剣客商売１
#1

#3 #4 #5 #6 #7 11:45 生活情報の時間
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 主演：藤田まこと

特選！大江戸買い物帳 おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間 特選！大江戸買い物帳 大岡越前 第8部 12:20
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 【特集・タイムトラベル時代劇】

風の中のあいつ　#18 風の中のあいつ　#19 風の中のあいつ　#20 風の中のあいつ　#21 風の中のあいつ　#22 #4 (映画）
13:00 13:00 【新・藤沢周平劇場】 13:00 サムライせんせい

13:00 13:00 13:00 13:00 神谷玄次郎捕物控 大岡越前 第8部
びいどろで候 ［新］　鬼平犯科帳２ 剣客商売４ 水戸黄門外伝　かげろう忍法帖 主演：市原隼人

～長崎屋夢日記～　#8 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ #9 #6 #2 #5
14:00 【午後のスペシャルアワー】 #1　主演：中村吉右衛門 14:00 14:00

14:00 【午後のスペシャルアワー】 14:00 14:00 14:00　雲霧仁左衛門 江戸編 大岡越前 第8部 (映画）
【生誕120年 14:20 残月の決闘 雁金屋草紙 主演：松方弘樹 劇場版タイムスクープハンター

時代劇スタア・片岡千恵蔵】 【～母の日企画～ 14:50 #6 安土城 後の１日
15:00 （映画） 映画とドラマで見る「かあちゃん」】   雲霧仁左衛門 名古屋編 15:00 【北大路欣也劇場】

血槍富士(1955) （映画） 主演：加藤剛 主演：佐久間良子 ［終］　徳川剣豪伝 主演：要潤
主演：片岡千恵蔵 かあちゃん 主演：松方弘樹 それからの武蔵　#13

15:45 生活情報の時間 主演：岸惠子 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:45 生活情報の時間 15:50 15:50
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 荒木又右衛門　伊賀の決闘 七衛門の首

必殺仕置人 必殺仕置人 必殺仕置人 必殺仕置人 ［終］　必殺仕置人
主演：里見浩太朗 主演：南原清隆

#22 #23 #24 #25 #26 16:45 生活情報の時間 16:45 生活情報の時間
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 【池波正太郎劇場】 17:00 【池波正太郎劇場】

大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 大岡越前 第10部 ［終］　大岡越前 第10部 剣客商売 鬼平犯科帳２
誘拐 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#23 #24 #25 #26 #27  #9
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 出演：加藤剛 剣客商売５
／二代目中村又五郎

#102 #103 #104 #105 #106 #6
19:00 19:00 19:00 19:00　［新］　三匹が斬る！ 19:00 19:00 19:00 19:00 【～誕生50年～

将軍の隠密！影十八 ［終］　将軍の隠密！影十八 #1　主演：高橋英樹 三匹が斬る！ 三匹が斬る！ 眩（くらら） 必殺・中村主水祭り】
／役所広司／春風亭小朝 ～北斎の娘～ 必殺スペシャル

#18 #19 19:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#4 #2 #3 必殺仕事人意外伝
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 主演：宮﨑あおい 主水、第七騎兵隊と闘う

［新］　一路　#1 一路 一路 一路 一路 20:20 大利根ウエスタン月夜
主演：永山絢斗 暴れん坊将軍Ⅲスペシャル 主演：藤田まこと

20:55 「藤純子劇場4K」のすべて　#4 #2 #3 #4 #5 激闘！大坂城 20:50　　TV初放送！
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 吉宗に挑む豊臣一族！ 【映画「宮本武蔵」

江戸の朝焼け 江戸の朝焼け 江戸の朝焼け 江戸の朝焼け 江戸の朝焼け <4Kデジタルリマスター版>
主演：松平健 5部作TV初放送】

#11 #12 #13 #14 #15 （映画）
22:00 22:00　オリジナル時代劇 22:00 【新・藤沢周平劇場】 22:00 【～母の日企画～ 宮本武蔵　巌流島の決斗

【新・藤沢周平劇場スペシャル】 22:00 22:00 22:00 神谷玄次郎捕物控 映画とドラマで見る「かあちゃん」】 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞
吹く風は秋 鬼平犯科帳２ 剣客商売４ 水戸黄門外伝　かげろう忍法帖 かあちゃん

＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ #10 #7 #3 主演：野川由美子 主演：中村錦之助
23:00 主演：橋爪功

【時代劇プレミアム23】 #2 23:00 23:00
23:10 23:00 23:00 23:00 （映画） （映画）

上意討ち 23:40 沓掛時次郎 荒木又右衛門 鯉名の銀平 壮烈新選組　幕末の動乱 五人のあばれ者
0:00 拝領妻始末 大江戸桜吹雪 決闘鍵屋の辻 雪の渡り鳥

 八千両の舞 主演：大川橋蔵   
主演：加藤剛 主演：大川橋蔵 主演：大川橋蔵 主演：片岡千恵蔵 主演：片岡千恵蔵

主演：杉良太郎  0:45 「藤純子劇場4K」の作品紹介　#4

1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00  1:00
［新］　必殺渡し人 必殺渡し人 必殺渡し人 必殺渡し人 必殺渡し人 柳生一族の陰謀 勝海舟　第一部

#1 日本よーそろ
主演：中村雅俊 #2 #3 #4 #5 #37  ―サムライ太平洋を渡る―

2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00  2:00
幻之介世直し帖 幻之介世直し帖 幻之介世直し帖 幻之介世直し帖 幻之介世直し帖 柳生一族の陰謀

主演：田村正和
#11 #13 #15 #17 #19 #38

3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00  3:00
幻之介世直し帖 幻之介世直し帖 幻之介世直し帖 幻之介世直し帖 幻之介世直し帖 ［終］　柳生一族の陰謀

 3:30
#12 #14 #16 #18 #20 #39 日本の城 近畿編

 4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00  4:00

【春爛漫！大川橋蔵主演・長編時代劇】

【午後のスペシャルアワー】

【特選！日替り時代劇】

【特選！日替り時代劇】

【生誕120年　時代劇スタア・片岡千恵蔵】【時代劇プレミアム23】

編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。



時代劇専門チャンネル　2023年5月編成表

05/29(月) 05/30(火) 05/31(水)
4:00  4:00  4:00  4:00

大岡越前 第7部 大岡越前 第7部 大岡越前 第7部

#17 #18 #19
5:00  5:00  5:00  5:00

暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ

#49 #50 #51
6:00  6:00  6:00  6:00

斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！ 斬り捨て御免！
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#20 #21 #22
7:00  7:00  7:00  7:00

大岡越前 第9部 大岡越前 第9部 大岡越前 第9部

#13 #14 #15
8:00  8:00  8:00  8:00

［新］　大江戸捜査網 大江戸捜査網 大江戸捜査網
（主演：里見浩太朗・第２シリーズ） （主演：里見浩太朗・第２シリーズ） （主演：里見浩太朗・第２シリーズ）

#1　主演：里見浩太朗 #2 #3
9:00  9:00  9:00  9:00

斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３ 斬り捨て御免！３
＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞

#4 #5 #6
10:00 10:00 10:00 10:00

暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ

#68 #69 #70
11:00 11:00 11:00 11:00

将軍の隠密！影十八 将軍の隠密！影十八 将軍の隠密！影十八

#8 #9 #10
12:00 12:00　お悩みスパっと解決！ 12:00 12:00

しあわせお届け便 おひるの生活情報の時間 おひるの生活情報の時間
12:30 12:30 12:30

風の中のあいつ　#23 風の中のあいつ　#24 風の中のあいつ　#25
13:00

13:00 13:00 13:00
びいどろで候 鬼平犯科帳２ 剣客商売４

～長崎屋夢日記～　#9 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞ #10
14:00 【午後のスペシャルアワー】 【午後のスペシャルアワー】

14:00　チャンネル初！ #2 14:00
【生誕120年 音なし源
時代劇スタア・片岡千恵蔵】 14:45 生活情報の時間  さの字殺し

15:00 （映画） 【午後のスペシャルアワー】
紫頭巾(1958) 15:00 【～母の日企画～ 主演：中村梅之助

主演：片岡千恵蔵 映画とドラマで見る「かあちゃん」】

15:45 生活情報の時間 かあちゃん　主演：野川由美子 15:45 生活情報の時間
16:00 16:00 16:00 16:00

［新］　新必殺仕舞人 新必殺仕舞人 新必殺仕舞人
#1

主演：京マチ子 #2 #3
17:00 17:00 17:00 17:00

［新］　大岡越前 第11部 大岡越前 第11部 大岡越前 第11部
#1

主演：加藤剛 #2 #3
18:00 18:00 18:00 18:00

暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ 暴れん坊将軍Ⅲ

#107 #108 #109
19:00 19:00 19:00 19:00

三匹が斬る！ 三匹が斬る！ 三匹が斬る！

#4 #5 #6
20:00 20:00 20:00 20:00

一路 一路 一路

#6 #7 #8
21:00 21:00 21:00 21:00

江戸の朝焼け 江戸の朝焼け 江戸の朝焼け

#16 #17 #18
22:00 22:00　オリジナル時代劇

【新・藤沢周平劇場スペシャル】 22:00 22:00
三屋清左衛門残日録 鬼平犯科帳２ ［終］　剣客商売４

三十年ぶりの再会 ＜4Kﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾏｽﾀｰ版＞　#3 #11
23:00

主演：北大路欣也 23:00 23:00
【新・藤沢周平劇場スペシャル】 道場破り

23:50 闇の傀儡師
0:00 泥棒と殿様  

 主演：若山富三郎
主演：火野正平 主演：北大路欣也

1:00  1:00  1:00  1:00
必殺渡し人 必殺渡し人 必殺渡し人

#6 #7 #8
2:00  2:00  2:00  2:00

幻之介世直し帖 幻之介世直し帖 ［解］　無明剣走る

#21 #23  
3:00  3:00  3:00 主演：田村正和

幻之介世直し帖 ［終］　幻之介世直し帖

#22 #24  3:55 時代劇スタア列伝　その男、阪東妻三郎

 4:00  4:00  4:00

【特選！日替り時代劇】

【特選！日替り時代劇】

【時代劇プレミアム23】

編成内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。時間表記のない番組の開始時間は、その前の番組の本編終了直後となります。




