【CSテレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ】 2017年8月第5週
8月28日（月）

8月29日（火）

8月30日（水）

8月31日（木）

9月1日（金）

9月2日（土）

00 警視庁捜査ファイル～ （引き続き）
★2018FIFAワールドカップ
さくら署の女たち #5
ヨーロッパ予選 マルタ×イ
ングランド
50 [字]韓国ドラマ
「ドクターズ～恋する気持 ＜生放送＞(～5：55まで)
ち」 #15

4
5

55 CSテレ朝ナビ！！
00 怪物くん #36
00 [新]ドキドキ！プリキュ
ア #1
30 美味しんぼ #103
30 ドキドキ！プリキュア
#2
00 [新]仮面ライダーゴー
00 クレヨンしんちゃん
スト #1
#803
30 藤子・Ｆ・不二雄ワール 30 仮面ライダーゴースト
ド「ドラえもん」 #376
#2
00 [新]藤子・F・不二雄
00 [新]MONSTER #1
ワールド「21エモン」 #1
30 おみやさん（2011） #3 30 MONSTER #2

6
7
8
9

(9/13付ver.11)

9月3日（日）
00 るろうに剣心 -明治剣
客浪漫譚- #76
30 るろうに剣心 -明治剣
客浪漫譚- #77
00 動物戦隊ジュウオウ
ジャー #33
30 動物戦隊ジュウオウ
ジャー #34
00 ★美少女戦士セーラー
ムーン セーラースターズ #24
30 ★美少女戦士セーラー
ムーン セーラースターズ #25

00 警視庁失踪人捜査課
#4

00 警視庁失踪人捜査課
#5

00 相棒Season9 #11
「死に過ぎた男」

00 相棒Season9 #12
「招かれざる客」

00 おにぎりあたためます
か

00 ★ドラえもん誕生日 9
時間一挙放送スペシャル
（2017）

30 おみやさん（2011） #4

10

30 ★内田康夫サスペンス・福
▽北海道新幹線ルート先
原警部4

取りの旅
フグハラ体型の警部と美人刑 ①②③④⑤⑥
事の殺人捜査
白骨美女と心中した男…ヤマ
イモ＋わさび＝死のレシピ!?

11

20 CSテレ朝ナビ！！

12

「映画ドラえもん 新・のび
太と鉄人兵団～はばたけ
天使たち～」

30 世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッパ編 イタリア2

50 ★警視庁失踪人捜査
課 #5

13

40 [字]韓国ドラマ
「星から来たあなた」 #9

ドラえもん誕生日スペシャ
ル
「ドラえもんの青い涙」
「のび太特急と謎のトレイ
ンハンター」

00 映画クレヨンしんちゃん
バカうまっ！B級グルメサ 「映画ドラえもん のび太と
奇跡の島～アニマルアド
バイバル！！
ベンチャー～」
「映画ドラえもん 新・のび
太の日本誕生」

14
50 [字]韓国ドラマ
「星から来たあなた」 #10

15
00 新・京都迷宮案内
（2003） #8

16

00 ★るろうに剣心 -明治
剣客浪漫譚- #77
30 ★るろうに剣心 -明治
剣客浪漫譚- #78
00 ドラえもん #360

17
18

50 CSテレ朝ナビ！！
ドラえもん誕生日スペシャ
00 ★＜まだ間に合う！集 ル
中放送＞
「ドラえもんの長い一日」
※無料対象外
鋼の錬金術師
「天才のび太の飛行船ゆう
FULLMETAL ALCHEMIST えんち」
※無料対象外
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8

00 京都南署鑑識ファイル2

00 ドラえもん #220

古都老舗女社長殺人・復讐、
30 ドラえもん #221
嫉妬…京呉服をめぐる華や
かな闘い!!
すき間10センチ!?死体が窓を 00 クレヨンしんちゃん
#345
通り抜けた

21

00 ★AKB48チーム8のあ
んた、ロケロケ！ #20

22

00 アイドルお宝くじ LIVE
#105

23

30 ドラえもん #223

00 ★くりぃむナンチャラ
#122
30 ★アップデート大学
#41
00 ★EXシアターTV Live
#66
ROAD TO EX 2017 First
Stage 7月

00 学生HEROES #325
#326
30 おにぎりあたためます
か #194
00 ★夜の巷を徘徊する
#110
30 ジュノン・スーパーボーイ・ア
ナザーズ 胸キュン選手権 #4

00 別冊ももクロChan #159 00 ★サイサイてれび！お 00 おじさん爆弾 #2
ちゃの間サイサイ #22
30 ★でんぱの神神 #150 30 おにぎりあたためます
か #210
00 ★おにぎりあたためま 00 ただいま、ゲーム実況
すか #523
中!!
（2017年8月19日放送分）
30 [字]韓国ドラマ
「星から来たあなた」 #9
00 おにぎりあたためます
か #521
20 CSテレ朝ナビ！！
40 [字]SHOW CHAMPION 30 小林さんちのメイドラゴ 30 学生HEROES #359
BEHIND #25
ン #10
#360
00 おみやさん（2010） #7 00 おみやさん（20082009） #2

24
25
26
27

35 ★2018FIFAワールドカップ ヨーロッパ予選 マルタ
×イングランド
＜生放送＞(～5：55まで)

8月28日（月）

8月29日（火）

8月30日（水）

8月31日（木）

9月1日（金）

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

00 ドラえもん #222

00 クレヨンしんちゃん
#747
30 クレヨンしんちゃん
30 クレヨンしんちゃん
#346
#748
50 CSテレ朝ナビ！！
00 ★HKT48の「ほかみな」 00 ★オスカル！はなきん 00 ★さまぁ～ず×さまぁ～
ず #483
～そのほかのみなさん～ リサーチ #33
#21
30 アップデート大学 #40 30 ★ゲキレア珍百景 #96

20

5

18

30 ドラえもん #361

19

4

9月2日（土）

9月3日（日）

19
20
21
22
23
24
25
26
27

【CSテレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ】 2017年9月第1週
9月4日（月）

4
5
6
7
8
9

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

9月7日（木）

50 [字]韓国ドラマ
「ドクターズ～恋する気持
ち」 #16

50 [字]韓国ドラマ
「ドクターズ～恋する気持
ち」 #17

50 [字]韓国ドラマ
「ドクターズ～恋する気持
ち」 #18

9月8日（金）

9月9日（土）

00 [新]警視庁失踪人捜査 00
課 #1
30
50 [字]韓国ドラマ
「ドクターズ～恋する気持 00
ち」 #19
30

おぼっちゃまくん #154
おぼっちゃまくん #155
山賊の娘ローニャ #2

9月10日（日）
00 るろうに剣心 -明治剣
客浪漫譚- #78
30 るろうに剣心 -明治剣
客浪漫譚- #79
00 動物戦隊ジュウオウ
ジャー #35
30 動物戦隊ジュウオウ
ジャー #36

00 怪物くん #38

00 怪物くん #39

00 怪物くん #40

00 怪物くん #41

00 ★美少女戦士セーラー
ムーン セーラースターズ #26

30 美味しんぼ #104

30 美味しんぼ #105

30 美味しんぼ #106

30 美味しんぼ #107

30 美味しんぼ #109

30 ★美少女戦士セーラー
ムーン セーラースターズ #27

山賊の娘ローニャ #3

00 ドキドキ！プリキュア
#3
30 ドキドキ！プリキュア
#4
00 クレヨンしんちゃん
00 クレヨンしんちゃん
00 クレヨンしんちゃん
00 クレヨンしんちゃん
00 クレヨンしんちゃん
00 仮面ライダーゴースト
#804
#805
#806
#807
#808
#3
30 藤子・Ｆ・不二雄ワール 30 藤子・Ｆ・不二雄ワール 30 藤子・Ｆ・不二雄ワール 30 藤子・Ｆ・不二雄ワール 30 藤子・Ｆ・不二雄ワール 30 仮面ライダーゴースト
#4
ド「ドラえもん」 #377
ド「ドラえもん」 #378
ド「ドラえもん」 #379
ド「ドラえもん」 #380
ド「ドラえもん」 #381
00 藤子・F・不二雄ワール 00 藤子・F・不二雄ワール 00 藤子・F・不二雄ワール 00 藤子・F・不二雄ワール 00 藤子・F・不二雄ワール 00 MONSTER #3
ド「21エモン」 #2
ド「21エモン」 #3
ド「21エモン」 #4
ド「21エモン」 #5
ド「21エモン」 #6
30 相棒Season12 #10
30 相棒Season12 #11
30 相棒Season12 #12
30 京都地検の女（2010） 30 おみやさん（2011） #5 30 MONSTER #4
元日SP
「デイドリーム」
「崖っぷちの女」
#3
「ボマー」
00 相棒Season9 #13
「通報者」
30 新・科捜研の女（2008） 30 [終]新・科捜研の女
30 京都地検の女（2010） 30 おみやさん（2011） #6
#8
#4
（2008） #9
00 ★＜まだ間に合う！集中放
送＞

45 京都南署鑑識ファイル1

12

9月6日（水）

00 オバケのＱ太郎 #273
#274
30 オバケのＱ太郎 #275
#276
00 怪物くん #37

10
11

9月5日（火）

00 警視庁捜査ファイル～ 00 警視庁捜査ファイル～ 00 警視庁捜査ファイル～ 00 [終]警視庁捜査ファイ
さくら署の女たち #6
さくら署の女たち #8
ル～さくら署の女たち #9
さくら署の女たち #7

(9/13付ver.11)

30 ★温泉若おかみの殺人推 30 タクシードライバーの推理 30 人類学者・岬久美子の 30 科捜研の女スペシャル 鋼の錬金術師 FULLMETAL
理29
日誌35
殺人鑑定！2
（2010）
ALCHEMIST

嵐山～保津峡、日舞家元殺
人！不倫・愛憎跡目相続…
女たちが闘う！赤外線セン
サーが暴く灰の真実

金沢～和倉温泉 九谷焼き展
示会で連続殺人!!
“聖地巡礼”の写真に殺人ト
リック!? 消えた600万の器の
謎で嫁姑バトル!!

分かれ道の乗客、瀬戸内尾 死者を蘇らせるワインの
道～ “道の駅”連続殺人!!
謎!?殺人犯は12倍速で白
一個2千万!? 犯人が食べたモ
骨化する!!
ミジ饅頭の謎

20 CSテレ朝ナビ！！

20 CSテレ朝ナビ！！

20 CSテレ朝ナビ！！

20 CSテレ朝ナビ！！

30 世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッパ編 ポルトガル2

30 世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッパ編 オーストリア2 30 世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッパ編 スイス1

30 世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッパ編 フランス1

30 世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッパ編 イギリス1

50 おみやさん（2011） #8

50 [終]おみやさん（2011） 50 [字]韓国ドラマ
#9
「イニョン王妃の男」 #3
最終回SP

50 ★警視庁失踪人捜査
課 #6

50 ★警視庁失踪人捜査
課 #7

40 [字]韓国ドラマ
「星から来たあなた」 #11

40 [字]韓国ドラマ
「星から来たあなた」 #13

50 [字]韓国ドラマ
「星から来たあなた」 #12

50 [字]韓国ドラマ
「星から来たあなた」 #14

40 [字]韓国ドラマ
「君を愛した時間～ワタシ
とカレの恋愛白書」 #7

50 [字]韓国ドラマ
「イニョン王妃の男」 #4

30 [字]韓国ドラマ
「君を愛した時間～ワタシ 50 [字]韓国ドラマ
50 [字]韓国ドラマ
「君を愛した時間～ワタシ とカレの恋愛白書」 #9
「イニョン王妃の男」 #5
とカレの恋愛白書」 #8
40 [字]韓国ドラマ
「君を愛した時間～ワタシ 50 CSテレ朝ナビ！！
とカレの恋愛白書」 #10
00 あたしンち #234
00 あたしンち #235
30 ★ドキドキ！プリキュア
#43
00 動物戦隊ジュウオウ
ジャー #43
30 仮面ライダーゴースト
#43
00 ドラえもん #347

50 CSテレ朝ナビ！！
00 動物戦隊ジュウオウ
ジャー #44
30 仮面ライダーゴースト
#44
00 ドラえもん #284

30 ドラえもん #348

30 ドラえもん #285

00 クレヨンしんちゃん
#241
30 クレヨンしんちゃん
#242
00 るろうに剣心 -明治剣
客浪漫譚- #63
30 るろうに剣心 -明治剣
客浪漫譚- #64
00 相棒Season9 #8
「ボーダーライン」

00 クレヨンしんちゃん
#542
30 クレヨンしんちゃん
#543
00 パーマン #321 #322

00 ★[字]韓国ドラマ
「ドクターズ～恋する気持
ち」 #16

00 ★[字]韓国ドラマ
「ドクターズ～恋する気持
ち」 #17

30 怪物くん #93
00 相棒Season9 #9
「予兆」

30 Yes！プリキュア
5GoGo！ #43
00 烈車戦隊トッキュウ
ジャー #43

00 あたしンち #236
30 Yes！プリキュア
5GoGo！ #44
00 烈車戦隊トッキュウ
ジャー #44

00 相棒Season9 #14
「右京のスーツ」

00 [新][字]韓国ドラマ
「ドクターズ～恋する気持
ち」 #1

00 ドラえもん #251

00 ドラえもん #362

30 ドラえもん #222

30 ドラえもん #252

30 ドラえもん #363

00 クレヨンしんちゃん
#602
30 クレヨンしんちゃん
#603
00 仮面ライダーゴースト
#24
30 仮面ライダーゴースト
#25
00 烈車戦隊トッキュウ
ジャー #28
30 烈車戦隊トッキュウ
ジャー #29
00 ★[字]韓国ドラマ
「ドクターズ～恋する気持
ち」 #18

00 クレヨンしんちゃん
#840

00 火災調査官・紅蓮次郎15

30 仮面ライダーゴースト
#31
00 仮面ライダーゴースト
#32
30 オスカル！はなきんリ
サーチ #33

30 この素晴らしい世界に 30 小林さんちのメイドラゴ
祝福を！2 #2
ン #4
00 別冊ももクロChan #159 00 ★上田ちゃんネル
#257
30 なら≒デキ #43

00 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #44

00 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #48

00 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #52

30 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #45

30 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #49

30 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #53

00 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #46

00 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #50

00 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #54

30 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #47

30 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #51

30 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #55

10 プロゴルファー猿 #92

SP25「ジャイアンが1000人！？」
（2010年6月25日放送）
SP26「聖夜のドロボーサンタク
ロース」（2010年12月17日放送）

9月6日（水）

00 ★おにぎりあたためま
すか #524
30 [字]韓国ドラマ
「星から来たあなた」 #10

00 新・京都迷宮案内
（2004） #5
40 [字]韓国ドラマ
「星から来たあなた」 #11
00 新・京都迷宮案内
（2004） #6

9月8日（金）

13
14

30 ★板野友美特番！ み
んなで#いいね！

15

SP21「聖夜ののび太クロース」（2009年12月
11日放送）
SP24「町内突破大作戦」（2010年3月19日放
送）

16
17
18

50 CSテレ朝ナビ！！
00 ドラえもん #224

19
00 クレヨンしんちゃん
#749
30 クレヨンしんちゃん
#750
00 ★さまぁ～ず×さまぁ～
ず #484
30 ゲキレア珍百景 #96

00 学生HEROES #326
#327
30 おにぎりあたためます
か #195
00 ★夜の巷を徘徊する
#111
30 ★AKBラブナイト 恋工
場 #23 #24
00 ★サイサイてれび！お 00 AKBホラーナイト アドレ
ちゃの間サイサイ #23
ナリンの夜 #39 #40
30 おにぎりあたためます 30 あいどりゅ☆ #11
か #211
00 [字]SHOW CHAMPION 00 [新]ユーリ!!! on ICE #1
#189
30 ユーリ!!! on ICE #2

20 CSテレ朝ナビ！！
30 小林さんちのメイドラゴ
ン #11
00 [終]おみやさん（2010）
#8

00 おにぎりあたためます
か #522
30 学生HEROES #360
#361
00 おみやさん（20082009） #3

50 CSテレ朝ナビ！！

9月7日（木）

10

00 ドラえもんTVスペシャル

商店街で火災発生!!炎に消えた

00 ★別冊ももクロChan
#160
30 ★でんぱの神神 #151

9

12

#1
#2
#3
SP23「のび太の人魚伝説」（2010 #4
年3月5日放送）
#5

00 クレヨンしんちゃん
#347
30 ★山賊の娘ローニャ #8
30 クレヨンしんちゃん
#348
50 CSテレ朝ナビ！！
00 ★なら≒デキ #44
00 ★HKT48の「ほかみな」 00 さまぁ～ず×さまぁ～ず
～そのほかのみなさん～ #398
30 おにぎりあたためます #22
30 さまぁ～ず×さまぁ～ず
か #218
#395
00 ★[字]韓国ドラマ
00 AKB48チーム8のあん 00 さまぁ～ず×さまぁ～ず
「ドクターズ～恋する気持 た、ロケロケ！ #20
#396
ち」 #19
30 ★アップデート大学
#42
00 ★アイドルお宝くじ
00 EXシアターTV Live #66
ROAD TO EX 2017 First
10 [字]SHOW CHAMPION 10 [字]SHOW CHAMPION LIVE #106
Stage 7月
#188
BEHIND #10

00 ★MONSTER #18

8

45 ドラえもんTVスペシャル

クリスマスツリーの突然発火にパ
チパチの秘密!?

00 るろうに剣心 -明治剣
客浪漫譚- #72
30 るろうに剣心 -明治剣
客浪漫譚- #73
00 さまぁ～ず×さまぁ～ず
#453
30 サイサイてれび！お
ちゃの間サイサイ #11

7

20 [字]韓国ドラマ

SP68「宇宙家族ノハラだゾ」ほか 「ドクターズ～恋する気持
ち」 #3
（2012/3/9、16放送）
SP70「またまた 流れ板しんのす
けだゾ」ほか（2013/3/15放送）
SP72「スイカを冷やすゾ」ほか
30 ★＜まだ間に合う！集中
（2013/8/2放送）
SP73「チョコビアイスが食べたい 放送＞
ゾ」ほか（2014/3/7放送）
SP75「若い二人はこうして家を
MONSTER
買ったゾ」ほか（2015/3/6放送）

00 ★山賊の娘ローニャ #7 いた!?

10 プロゴルファー猿 #91

6

11

30 美少女戦士セーラームー 二つの命!!
30 ドラえもん #225
ン セーラースターズ #13
10分の空白が親娘の絆を引き裂

30 ★MONSTER #17

5

10 [字]韓国ドラマ
「ドクターズ～恋する気持
ち」 #2

00 ★舞台 「煉獄に笑う」
＜生放送＞

00 ドラえもん #221

10 プロゴルファー猿 #90

9月5日（火）

00 [終]新・京都迷宮案内
（2003） #9
最終回SP

00 クレヨンしんちゃんTVスペシャ
ル

00 警視庁失踪人捜査課
#7

30 美少女戦士セーラームー 30 美少女戦士セーラームー
ン セーラースターズ #12
ン セーラースターズ #13
50 CSテレ朝ナビ！！

30 鋼の錬金術師 FULLMETAL
ALCHEMIST #39

9月4日（月）

#9
#10
#11
#12

00 警視庁失踪人捜査課
#6

4

9月9日（土）

9月10日（日）

20
21
22
23
24
25
26
27

【CSテレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ】 2017年9月第2週
4
5
6
7
8
9

9月11日（月）

9月12日（火）

9月13日（水）

00 警視庁失踪人捜査課
#2

00 警視庁失踪人捜査課
#3

00 警視庁失踪人捜査課
#4

00 オバケのＱ太郎 #277
#278
30 オバケのＱ太郎 #279
#280
00 怪物くん #42

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

9月15日（金）

9月16日（土）

9月17日（日）

（引き続き）
00 警視庁失踪人捜査課 00 おぼっちゃまくん #156
メンテナンスのため放送休 #5
止
30 おぼっちゃまくん #157
50 [新][字]韓国ドラマ
50 [字]韓国ドラマ
「君を愛した時間～ワタシ
「君を愛した時間～ワタシ 00 山賊の娘ローニャ #4
とカレの恋愛白書」 #1
とカレの恋愛白書」 #2
30 山賊の娘ローニャ #5

00 るろうに剣心 -明治剣
客浪漫譚- #80
30 るろうに剣心 -明治剣
客浪漫譚- #81
00 動物戦隊ジュウオウ
ジャー #37
30 動物戦隊ジュウオウ
ジャー #38

00 怪物くん #43

00 怪物くん #44

00 怪物くん #45

00 ★美少女戦士セーラー
ムーン セーラースターズ #28

30 美味しんぼ #111

30 美味しんぼ #112

30 美味しんぼ #113

30 ★美少女戦士セーラー
ムーン セーラースターズ #29

50 [終][字]韓国ドラマ
「ドクターズ～恋する気持
ち」 #20

00 ドキドキ！プリキュア
#5
30 ドキドキ！プリキュア
#6
00 クレヨンしんちゃん
00 クレヨンしんちゃん
00 クレヨンしんちゃん
00 クレヨンしんちゃん
00 クレヨンしんちゃん
00 仮面ライダーゴースト
#809
#810
#811
#812
#813
#5
30 藤子・Ｆ・不二雄ワール 30 藤子・Ｆ・不二雄ワール 30 藤子・Ｆ・不二雄ワール 30 藤子・Ｆ・不二雄ワール 30 藤子・Ｆ・不二雄ワール 30 仮面ライダーゴースト
ド「ドラえもん」 #301
ド「ドラえもん」 #302
ド「ドラえもん」 #303
ド「ドラえもん」 #304
ド「ドラえもん」 #305
#6
00 藤子・F・不二雄ワール 00 藤子・F・不二雄ワール 00 藤子・F・不二雄ワール 00 藤子・F・不二雄ワール 00 藤子・F・不二雄ワール 00 MONSTER #5
ド「21エモン」 #7
ド「21エモン」 #8
ド「21エモン」 #9
ド「21エモン」 #10
ド「21エモン」 #11
30 京都地検の女（2010） 30 おみやさん（2011） #7 30 MONSTER #6
30 相棒Season12 #13
30 相棒Season12 #14
30 相棒Season12 #15
#5
「右京さんの友達」
「顔」
「見知らぬ共犯者」
00 相棒Season9 #15
「もがり笛」
30 [新]科捜研の女（2010） 30 科捜研の女（2010） #3 30 科捜研の女（2010） #4 30 京都地検の女（2010） 30 おみやさん（2011） #8
#1
#6
初回SP
00 ★＜まだ間に合う！集中
30 美味しんぼ #110

放送＞

10
11

9月14日（木）

(9/13付ver.11)

30 監察官・羽生宗一2

30 おかしな刑事4

30 広域警察4

～毒ハブと呼ばれる男!!
居眠り刑事とエリート女警 東京～札幌～登別温泉、殺
刑事殺しに疑惑あり!? 悪女が 視 父と娘の名推理!!
人犯は何処へ消えたのか？
海面2ﾒｰﾄﾙ！時間差殺人 凶器は25年前に海に沈んだ
匿名告発状が招く連続殺人を
はずの拳銃!?
の謎 赤水門と西伊豆堂ヶ 美人ホステスを苦しめた驚愕
追え!!
島の殺意
の真実とは？

20 科捜研の女（2010） #2 受け継ぐ死者の脅迫…

30 ショカツの女8

美人妻が元夫を殺害!?
自首までの空白の3時間！
母の執念vs刑事の執念 究極 #13
の愛が涙で語った驚愕の真 #14
#15
実
#16
#17

20 CSテレ朝ナビ！！

20 CSテレ朝ナビ！！

20 CSテレ朝ナビ！！

20 CSテレ朝ナビ！！

30 世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッパ編 スペイン1

30 世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッパ編 ドイツ1

30 世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッパ編 イタリア1

30 世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッパ編 ポルトガル1

30 世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッパ編 オーストリア1

50 [新]新・おみやさん
（2012） #1
初回SP

50 新・おみやさん（2012）
#2

50 [字]韓国ドラマ
「イニョン王妃の男」 #6

50 ★警視庁失踪人捜査
課 #8

査課 #9

40 [字]韓国ドラマ
「君を愛した時間～ワタシ 50 [字]韓国ドラマ
とカレの恋愛白書」 #12
「イニョン王妃の男」 #7

40 [字]韓国ドラマ
「星から来たあなた」 #15

40 CSテレ朝ナビ！！
50 [字]韓国ドラマ
50 [字]韓国ドラマ
50 [字]韓国ドラマ
「君を愛した時間～ワタシ 「君を愛した時間～ワタシ 「イニョン王妃の男」 #8
とカレの恋愛白書」 #11
とカレの恋愛白書」 #13

50 [字]韓国ドラマ
「星から来たあなた」 #16

50 CSテレ朝ナビ！！
00 あたしンち #239

00 あたしンち #240
30 Yes！プリキュア
5GoGo！ #46
00 烈車戦隊トッキュウ
ジャー #46

鋼の錬金術師 FULLMETAL
ALCHEMIST

20 CSテレ朝ナビ！！

30 ★＜まだ間に合う！集中
50 ★[終]警視庁失踪人捜 放送＞

40 [字]韓国ドラマ
「星から来たあなた」 #17

00 警視庁失踪人捜査課
#8

00 [終]警視庁失踪人捜査
課 #9

00 相棒Season9 #16
「監察対象 杉下右京」

00 [字]韓国ドラマ
「ドクターズ～恋する気持
ち」 #4

30 ★＜まだ間に合う！集中
放送＞
MONSTER
#16

45 映画クレヨンしんちゃん #17
爆睡！ユメミーワールド大 #18
#19
突撃
30 MIMORI SUZUKO LIVE
TOUR 2016 “GRAND
REVUE” FINAL at
00 [新]おみやさん（2011）
NIPPON BUDOKAN
#1
30 ★＜まだ間に合う！集中 【副音声あり】

30 Yes！プリキュア
5GoGo！ #45
00 烈車戦隊トッキュウ
ジャー #45

00 ドラえもん #223

00 ドラえもん #253

00 ドラえもん #364

30 ドラえもん #350

30 ドラえもん #287

30 ドラえもん #224

30 ドラえもん #254

30 ドラえもん #365

00 クレヨンしんちゃん
#243
30 クレヨンしんちゃん
#244
00 るろうに剣心 -明治剣
客浪漫譚- #65
30 るろうに剣心 -明治剣
客浪漫譚- #66
00 相棒Season9 #11
「死に過ぎた男」

00 クレヨンしんちゃん
#544
30 クレヨンしんちゃん
#545
00 パーマン #323 #324

00 クレヨンしんちゃん
#604
30 クレヨンしんちゃん
#605
00 仮面ライダーゴースト
#26
30 仮面ライダーゴースト
#27

00 クレヨンしんちゃん
#841

00 山村美紗サスペンス 狩矢 00 ドラえもん #226
父娘シリーズ16

00 ドラえもん #228

30 ドラえもん #227

30 ドラえもん #229

00 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #56

00 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #60

30 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #57

30 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #61

00 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #58

00 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #62

30 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #59

30 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #63

9月11日（月）

00 ★るろうに剣心 -明治
剣客浪漫譚- #79

30 美少女戦士セーラームー
京都・嵐山～鵜飼い殺人事
ン セーラースターズ #14
件！
00 ★山賊の娘ローニャ #9 完全密室に消えた甘い味の
凶器!? 死者が同行する屋形
船ツアーの謎
30 ★山賊の娘ローニャ

MONSTER
#11
#12
#13
#14
#15

00 クレヨンしんちゃん
#349
30 [終]怪物くん #94
30 クレヨンしんちゃん
#10
#350
50 CSテレ朝ナビ！！
00 烈車戦隊トッキュウジャー #30
00 相棒Season9 #12
00 ★なら≒デキ #45
00 ★HKT48の「ほかみな」 00 ★オスカル！はなきん
「招かれざる客」
～そのほかのみなさん～ リサーチ #34
25 烈車戦隊トッキュウ
ジャー #31
30 おにぎりあたためます #23
30 さまぁ～ず×さまぁ～ず
#397
50 [字]SHOW CHAMPION か #219
#196
00 [新][字]韓国ドラマ
00 [字]韓国ドラマ
00 ★AKB48チーム8のあ 00 ★くりぃむナンチャラ
「君を愛した時間～ワタシ
「君を愛した時間～ワタシ んた、ロケロケ！ #21
#123
とカレの恋愛白書」 #1
とカレの恋愛白書」 #2
30 ★アップデート大学
#43
00 アイドルお宝くじ LIVE 00 ★EXシアターTV Live
#67
10 プロゴルファー猿 #94
10 [字]SHOW CHAMPION 10 [字]SHOW CHAMPION #106
泉谷しげる
#197
BEHIND #21
30 ★MONSTER #19

30 仮面ライダーゴースト
#33
00 仮面ライダーゴースト
#34
30 さまぁ～ず×さまぁ～ず
#400

10 プロゴルファー猿 #95

9月12日（火）

30 この素晴らしい世界に 30 小林さんちのメイドラゴ
祝福を！2 #3
ン #5
00
00 上田ちゃんネル #257
メンテナンスのため放送休
止
00 [終]新・京都迷宮案内
（2004） #7

00 [新]警視庁捜査ファイ
ル～さくら署の女たち #1

9月14日（木）

13
14
15
16
17

00 ★テレビ朝日・六本木
ヒルズ夏祭り SUMMER
STATION 音楽LIVE 2017
‘三森すずこ’

00 クレヨンしんちゃん
#751
30 クレヨンしんちゃん
#752
00 ★さまぁ～ず×さまぁ～
ず #485
30 ★ゲキレア珍百景 #97
00 学生HEROES #327
#328
30 おにぎりあたためます
か #196
00 ★夜の巷を徘徊する
#112
30 ★AKBラブナイト 恋工
場 #25 #26

00 別冊ももクロChan #160 00 ★サイサイてれび！お
ちゃの間サイサイ #24
30 おにぎりあたためます 30 あいどりゅ☆ #12
か #212
00 ★おにぎりあたためま 00 ★ただいま、ゲーム実 00 ユーリ!!! on ICE #3
すか #525
況中!!
＜生放送＞
30 [字]韓国ドラマ
30 ユーリ!!! on ICE #4
「星から来たあなた」 #12
00 おにぎりあたためます
か #523
20 CSテレ朝ナビ！！
40 [字]韓国ドラマ
30小林さんちのメイドラゴ 30 学生HEROES #361
「星から来たあなた」 #13 ン #12
#362
00 [新]おみやさん（2011） 00 おみやさん（2008#1
2009） #4

00 ジュノン・スーパーボーイ・ア
ナザーズ 胸キュン選手権 #5

30 ★でんぱの神神 #152

50 CSテレ朝ナビ！！

9月13日（水）

10

放送＞

30 美少女戦士セーラームー 30 美少女戦士セーラームー 30 ★るろうに剣心 -明治
ン セーラースターズ #14
ン セーラースターズ #15
剣客浪漫譚- #80

00 ★MONSTER #20

9

50 [字]韓国ドラマ
「星から来たあなた」 #18

30 ★ドキドキ！プリキュア
#45
00 動物戦隊ジュウオウ
ジャー #46
30 仮面ライダーゴースト
#46
00 ドラえもん #286

00 るろうに剣心 -明治剣
客浪漫譚- #74
30 るろうに剣心 -明治剣
客浪漫譚- #75
00 さまぁ～ず×さまぁ～ず
#454
30 サイサイてれび！お
ちゃの間サイサイ #12

8

12

00 あたしンち #238

10 プロゴルファー猿 #93

7

20 [字]韓国ドラマ
「ドクターズ～恋する気持
ち」 #6

30 ★ドキドキ！プリキュア
#44
00 動物戦隊ジュウオウ
ジャー #45
30 仮面ライダーゴースト
#45
00 ドラえもん #349

30 鋼の錬金術師 FULLMETAL
ALCHEMIST #40

6

11

00 あたしンち #237

00 ★[終][字]韓国ドラマ
「ドクターズ～恋する気持
ち」 #20

5

10 [字]韓国ドラマ
「ドクターズ～恋する気持
ち」 #5

MONSTER
#6
#7
#8
#9
#10

4

9月15日（金）

9月16日（土）

9月17日（日）

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

【CSテレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ】 2017年9月第3週
9月18日（月・祝） 9月19日（火）

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

9月20日（水）

9月21日（木）

9月22日（金）

9月23日（土）

(9/13付ver.11)

9月24日（日）

00 オバケのＱ太郎 #281
#282
30 オバケのＱ太郎 #283
#284
00 怪物くん #46

（引き続き）
00 警視庁失踪人捜査課
＜一挙放送＞
#8
Lostorage incited WIXOSS
50 [字]韓国ドラマ
50 [字]韓国ドラマ
「君を愛した時間～ワタシ #7
「君を愛した時間～ワタシ
#8
とカレの恋愛白書」 #3
とカレの恋愛白書」 #4
#9
#10
#11
00 怪物くん #47
00 怪物くん #48
#12[終]

00 怪物くん #49

00 ★美少女戦士セーラー
ムーン セーラースターズ #30

30 美味しんぼ #114

30 美味しんぼ #115

30 美味しんぼ #117

30 ★美少女戦士セーラー
ムーン セーラースターズ #31

00 警視庁失踪人捜査課
#6

00 警視庁失踪人捜査課
#7

00 [終]警視庁失踪人捜査 00
課 #9
30
50 [字]韓国ドラマ
「君を愛した時間～ワタシ 00
とカレの恋愛白書」 #5
30

おぼっちゃまくん #158
おぼっちゃまくん #159
山賊の娘ローニャ #6
山賊の娘ローニャ #7

00 ドキドキ！プリキュア
#7
30 ドキドキ！プリキュア
#8
00 クレヨンしんちゃん
00 クレヨンしんちゃん
00 クレヨンしんちゃん #816 00 クレヨンしんちゃん
00 クレヨンしんちゃん
00 仮面ライダーゴースト
#814
#815
#817
#818
#7
30 藤子・Ｆ・不二雄ワール 30 藤子・Ｆ・不二雄ワール 30 藤子・Ｆ・不二雄ワール 30 藤子・Ｆ・不二雄ワール 30 藤子・Ｆ・不二雄ワール 30 仮面ライダーゴースト
ド「ドラえもん」 #307
ド「ドラえもん」 #306
#8
ド「ドラえもん」 #308
ド「ドラえもん」 #309
ド「ドラえもん」 #310
00 藤子・F・不二雄ワール 00 藤子・F・不二雄ワール 00 藤子・F・不二雄ワール 00 藤子・F・不二雄ワール 00 藤子・F・不二雄ワール 00 [新]相棒Season12 #1
ド「21エモン」 #13
ド「21エモン」 #12
ド「21エモン」 #14
ド「21エモン」 #15
ド「21エモン」 #16
初回SP
30 相棒Season12 #16
30 相棒Season12 #17
30 相棒Season12 #18
30 京都地検の女（2010） 30 [終]おみやさん（2011） 「ビリーバー」
「聞きすぎた男」
「ヒーロー」
「待ちぼうけ」
#7
#9
最終回SP
30 美味しんぼ #116

30 科捜研の女（2010） #5 30 科捜研の女（2010） #6 30 科捜研の女（2010） #7

00 るろうに剣心 -明治剣
客浪漫譚- #82
30 るろうに剣心 -明治剣
客浪漫譚- #83
00 動物戦隊ジュウオウ
ジャー #39
30 動物戦隊ジュウオウ
ジャー #40

00 さくら署の女たち
5人の美人女刑事の華麗
なる殺人捜査！3つの死
体に仕組まれた二重逆転
トリック

30 世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッパ編 スイス2

30 世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッパ編 フランス2

30 世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッパ編 イギリス2

30 世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッパ編 スペイン2

30 世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッパ編 ドイツ2

50 新・おみやさん（2012）
#3

50 新・おみやさん（2012）
#4

50 [字]韓国ドラマ
「イニョン王妃の男」 #9

50 [新]ゴンゾウ 伝説の刑 50 ゴンゾウ 伝説の刑事
事 #1
#2

00 [字]韓国ドラマ
「星から来たあなた」 #16

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

6
7

9
10

10 [字]韓国ドラマ
「星から来たあなた」 #17

11

20 CSテレ朝ナビ！！
30 [字]韓国ドラマ
「星から来たあなた」 #18

12

40 [字]韓国ドラマ
40 [終][字]韓国ドラマ
「君を愛した時間～ワタシ 「君を愛した時間～ワタシ 50 [字]韓国ドラマ
とカレの恋愛白書」 #14
とカレの恋愛白書」 #16
「イニョン王妃の男」 #10

40 [字]韓国ドラマ
「星から来たあなた」 #19

40 [終][字]韓国ドラマ
「星から来たあなた」 #21

00 平成ライダー対昭和ラ
イダー
仮面ライダー大戦 feat.
40 [字]韓国ドラマ
スーパー戦隊
「星から来たあなた」 #19

50 [字]韓国ドラマ
50 [新][字]韓国ドラマ
「君を愛した時間～ワタシ 「美女の誕生」 #1
とカレの恋愛白書」 #15

50 [字]韓国ドラマ
「星から来たあなた」 #20

50 [新][字]韓国ドラマ
「ドクターズ～恋する気持
ち」 #1

50 烈車戦隊トッキュウ
ジャーVSキョウリュウ
ジャー THE MOVIE

00 おみやさん（2011） #2

超特急 LIVE TOUR 2016
00 ★テレビ朝日サマース Synchronism～
テーションライブ in 幕張 Body&Groovin'～

14
15

5

8
50 CSテレ朝ナビ！！
00 相棒Season12 #2
「殺人の定理」

30 京都地検の女（2010）
#8

10 CSテレ朝ナビ！！
00 劇場版 超・仮面ライ
20 人類学者・岬久美子の ダー電王＆ディケイド
NEOジェネレーションズ
30 温泉若おかみの殺人推理28 30 ゴーストライターの殺人取 殺人鑑定！3
30 警視庁・捜査一課長3
30 温泉(秘)大作戦12
鬼ヶ島の戦艦
～ヒラから成り上がった最強
材～セレブの罪を代筆する
～札幌定山渓温泉スイーツフェ
の刑事！
女！
光る肋骨と緑色の頭蓋骨
北海道洞爺湖に渦巻く美 アで連続殺人!!
人三姉妹の陰謀！？
人気パティシエに二重殺人の容 美貌のカリスマネイリストに疑 の謎！消えた5000万円と
結婚前夜に新郎新婦が殺
３人のママ友…
花嫁殺人に秘められた愛 疑が!?
30 劇場版 仮面ライダー
人!?
惑の結婚歴…
身代金5000万と消えた第三の脅
後頭部を触れば犯人が分
ディケイド オールライダー
白骨が愛した美女9600人と と憎しみの25年！
別れた夫の死体が歩いた!?
迫者!!
かる!?
ルビーの謎
対大ショッカー ディレク
ターズカット版
20 CSテレ朝ナビ！！
20 CSテレ朝ナビ！！
20 CSテレ朝ナビ！！
20 CSテレ朝ナビ！！
20 CSテレ朝ナビ！！

4

13
14

00 あたしンち #241

00 あたしンち #242

30 ★ドキドキ！プリキュア
#46
00 動物戦隊ジュウオウ
ジャー #47
30 仮面ライダーゴースト
#47
00 ドラえもん #351

30 ★ドキドキ！プリキュア
#47
00 [終]動物戦隊ジュウオ
ウジャー #48
30 仮面ライダーゴースト
#48
00 ドラえもん #288

30 ドラえもん #352
00 クレヨンしんちゃん
#245
30 クレヨンしんちゃん
#246
00 るろうに剣心 -明治剣
客浪漫譚- #67
30 るろうに剣心 -明治剣
客浪漫譚- #68
00 相棒Season9 #13
「通報者」

50 [字]韓国ドラマ
「イニョン王妃の男」 #11

50 CSテレ朝ナビ！！
00 あたしンち #243

00 あたしンち #244
25 映画「Pa-Pa-Paザ☆
ムービー パーマン」
30 Yes！プリキュア
5GoGo！ #47
00 [終]烈車戦隊トッキュウ 00 映画「Pa-Pa-Paザ☆ムービー
パーマン タコDEポン！アシHAポ
ジャー #47
ン！」

テレビ朝日・六本木ヒルズ
夏祭り SUMMER
STATION 音楽LIVE 2016
‘超特急’（本人解説付き）

00 ★るろうに剣心 -明治
剣客浪漫譚- #81

30 美少女戦士セーラームー
ン セーラースターズ #16

35 美少女戦士セーラームー 30 ★るろうに剣心 -明治
ン セーラースターズ #17
剣客浪漫譚- #82

00 ドラえもん #225

00 ドラえもん #255

00 ドラえもん #366

30 ドラえもん #289

30 ドラえもん #226

30 ドラえもん #256

30 ドラえもん #367

00 クレヨンしんちゃん
#546
30 クレヨンしんちゃん
#547
00 パーマン #325 #326

00 温泉若おかみの殺人推理 00 ドラえもん #230
00 クレヨンしんちゃん #606 00 クレヨンしんちゃん
29
#842
30 クレヨンしんちゃん #607 30 美少女戦士セーラームー
30 ドラえもん #231
ン セーラースターズ #15

9月18日（月・祝） 9月19日（火）

00 ★山賊の娘ローニャ
#11
30 ★山賊の娘ローニャ
#12
00 ★なら≒デキ #46

テレビ朝日・六本木ヒルズ
夏祭り SUMMER
STATION 音楽LIVE 2017
‘超特急’

金沢～和倉温泉 九谷焼き展
示会で連続殺人!!
“聖地巡礼”の写真に殺人ト 00 クレヨンしんちゃん
リック!? 消えた600万の器の #351
謎で嫁姑バトル!!
30 クレヨンしんちゃん

30 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #71

9月20日（水）

30 ドラえもん #233

50 CSテレ朝ナビ！！

9月21日（木）

9月22日（金）

9月23日（土）

15
16
17
18

00 ドラえもん #232

00 クレヨンしんちゃん
#753
30 クレヨンしんちゃん
30 [新]エリアの騎士 #1
#352
#754
50 CSテレ朝ナビ！！
00 烈車戦隊トッキュウジャー #32
00 相棒Season9 #14
00 ★HKT48の「ほかみな」 00 ★オスカル！はなきん 00 ★さまぁ～ず×さまぁ～
「右京のスーツ」
～そのほかのみなさん～ リサーチ #35
ず #486
25 烈車戦隊トッキュウ
ジャー #33
30 おにぎりあたためます #24
30 さまぁ～ず×さまぁ～ず 30 ゲキレア珍百景 #97
か #220
#399
50 [字]韓国ドラマ
00 [字]韓国ドラマ
00 [字]SHOW CHAMPION 「君を愛した時間～ワタシ 00 [字]韓国ドラマ
00 AKB48チーム8のあん 00 ★くりぃむナンチャラ
00 学生HEROES #328
とカレの恋愛白書」 #4
「君を愛した時間～ワタシ BEHIND #23
「君を愛した時間～ワタシ た、ロケロケ！ #21
#124
#329
とカレの恋愛白書」 #3
とカレの恋愛白書」 #5
30 ★アップデート大学
30 おにぎりあたためます
#44
か #197
00 CSテレ朝ナビ！！
00 ★おじさん爆弾 #3
00 ★アイドルお宝くじ
00 EXシアターTV Live #67 00 ★夜の巷を徘徊する
泉谷しげる
#113
10 プロゴルファー猿 #96
10 プロゴルファー猿 #97
10 [字]SHOW CHAMPION LIVE #107
30 鋼の錬金術師 FULLMETAL 30 ★MONSTER #21
BEHIND #13
30 ★AKBラブナイト 恋工
ALCHEMIST #41
場 #27 #28
00 るろうに剣心 -明治剣 00 ★MONSTER #22
00 ★別冊ももクロChan
00 ★サイサイてれび！お 00 さまぁ～ず×さまぁ～ず
客浪漫譚- #76
#161
ちゃの間サイサイ #25
#400
10 プロゴルファー猿 #98
30 るろうに剣心 -明治剣 30 仮面ライダーゴースト
30 小林さんちのメイドラゴ 30 ★でんぱの神神 #153 30 おにぎりあたためます 30 あいどりゅ☆ #13
客浪漫譚- #77
#35
か #213
ン #6
00 さまぁ～ず×さまぁ～ず 00 ＜一挙放送＞
00 別冊ももクロChan #159 00 ★上田ちゃんネル
00 ★おにぎりあたためま 00 ★ただいま、ゲーム実 00 ユーリ!!! on ICE #5
#455
Lostorage incited WIXOSS
#258
すか #526
況中!!
＜生放送＞
30 サイサイてれび！お
30 なら≒デキ #44
30 [字]韓国ドラマ
30 ユーリ!!! on ICE #6
#1
ちゃの間サイサイ #13
「星から来たあなた」 #14
#2
00 ＜夜の集中放送＞
00 ＜夜の集中放送＞
00 警視庁捜査ファイル～
00 おにぎりあたためます
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #64
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #68
#3
さくら署の女たち #2
か #524
20 CSテレ朝ナビ！！
#4
30 ＜夜の集中放送＞
30 ＜夜の集中放送＞
30[終]小林さんちのメイド
40
[字]韓国ドラマ
30 学生HEROES #362
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #65
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #69
#5
「星から来たあなた」 #15 ラゴン #13
#363
#6
00 ＜夜の集中放送＞
00 ＜夜の集中放送＞
00 おみやさん（2011） #2 00 おみやさん（200800 警視庁捜査ファイル～
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #66
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #70
さくら署の女たち #3
2009） #5
30 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #67

00 仮面ライダーゴースト
#28
30 仮面ライダーゴースト
#29

50 CSテレ朝ナビ！！
00 ★超特急大特集4時間
SP！！

9月24日（日）

19
20
21
22
23
24
25
26
27

【CSテレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ】 2017年9月第4週
9月25日（月）

4
5
6
7
8
9

9月27日（水）

9月28日（木）

9月29日（金）

00 [新]おみやさん（2010） 00 おみやさん（2010） #2
#1
初回SP
50 [字]韓国ドラマ
「君を愛した時間～ワタシ
とカレの恋愛白書」 #6
35 オバケのＱ太郎 #285
#286
05 怪物くん #50
00 怪物くん #51

9月26日（火）

00 おみやさん（2010） #3

00 おみやさん（2010） #4

00 おみやさん（2010） #5

00 怪物くん #52

00 怪物くん #53

00 怪物くん #54

30 美味しんぼ #118

30 美味しんぼ #120

30 美味しんぼ #121

30 美味しんぼ #124

9月30日（土）

(9/13付ver.11)

10月1日（日）

00 おぼっちゃまくん #160

4

30 おぼっちゃまくん #161
50 [字]韓国ドラマ
50 [字]韓国ドラマ
50 [字]韓国ドラマ
「君を愛した時間～ワタシ 「君を愛した時間～ワタシ 「君を愛した時間～ワタシ 00 山賊の娘ローニャ #8
とカレの恋愛白書」 #7
とカレの恋愛白書」 #8
とカレの恋愛白書」 #9
30 山賊の娘ローニャ #9

5

00 ドキドキ！プリキュア
#9
30 ドキドキ！プリキュア
#10
00 クレヨンしんちゃん
00 クレヨンしんちゃん
00 クレヨンしんちゃん
00 クレヨンしんちゃん
00 クレヨンしんちゃん
00 仮面ライダーゴースト
#819
#820
#821
#822
#823
#9
30 藤子・Ｆ・不二雄ワール 30 藤子・Ｆ・不二雄ワール 30 藤子・Ｆ・不二雄ワール 30 藤子・Ｆ・不二雄ワール 30 藤子・Ｆ・不二雄ワール 30 仮面ライダーゴースト
ド「ドラえもん」 #311
ド「ドラえもん」 #312
ド「ドラえもん」 #313
ド「ドラえもん」 #314
ド「ドラえもん」 #315
#10
00 藤子・F・不二雄ワール 00 藤子・F・不二雄ワール 00 藤子・F・不二雄ワール 00 藤子・F・不二雄ワール 00 藤子・F・不二雄ワール 00 MONSTER #7
ド「21エモン」 #17
ド「21エモン」 #18
ド「21エモン」 #19
ド「21エモン」 #20
ド「21エモン」 #21
30 [終]相棒Season12 #19 30 相棒Season9 #4
30 相棒Season9 #8
30 [終]京都地検の女
30 MONSTER #8
30 [新]新・おみやさん
最終回SP
「過渡期」
「ボーダーライン」
（2010） #9
（2012） #1
「プロテクト」
初回SP
00 相棒Season12 #3
「原因菌」
30 科捜研の女（2010） #8 30 科捜研の女（2010） #9 30 [新]警視庁失踪人捜査
課 #1
30 美味しんぼ #119

6
7
8
9

00 ★＜まだ間に合う！集中

10
11
12
13

30 司法教官・穂高美子1

30 再捜査刑事・片岡悠介7

30 [終]科捜研の女（2010） 30 ヤメ検の女4
#10
打上げ花火と同時に転落死!? 最終回SP
～検察を辞めた情熱弁護士!!

弁護士志望の殺人犯！
凍死した人が全力疾走で
逃げた!?
試験に出る殺人トリック

脳指紋が暴く１０年前のパティ
シエ殺人…
真犯人はオクラ好き!?コンブ
が隠し味のケーキの謎

放送＞
20 CSテレ朝ナビ！！
30 人類学者・岬久美子の
鋼の錬金術師 FULLMETAL
殺人鑑定！2
ALCHEMIST

半落ち!?動機を語らぬ犯人!! 死者を蘇らせるワインの
消えた指紋の謎 遺留品に潜
謎!?殺人犯は12倍速で白
む復讐殺人の罠？愛娘に迫
骨化する!!
る死のタイムリミット

20 CSテレ朝ナビ！！

20 CSテレ朝ナビ！！

10

#18
#19
#20
#21
#22
#23

20 CSテレ朝ナビ！！

20 CSテレ朝ナビ！！

20 CSテレ朝ナビ！！

30 世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッパ編 イタリア2

30 世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッパ編 ポルトガル2

30 世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッパ編 オーストリア2 30 世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッパ編 スイス1

30 世界の車窓から 厳選ルート ヨーロッパ編 フランス1

50 新・おみやさん（2012）
#5

50 新・おみやさん（2012）
#6

50 [字]韓国ドラマ
「イニョン王妃の男」 #12

50 ゴンゾウ 伝説の刑事
#3

50 ゴンゾウ 伝説の刑事
#4

40 [字]韓国ドラマ
「美女の誕生」 #2

40 [字]韓国ドラマ
「美女の誕生」 #4

50 [字]韓国ドラマ
「イニョン王妃の男」 #13

40 [字]韓国ドラマ
「ドクターズ～恋する気持
ち」 #2

40 [字]韓国ドラマ
「ドクターズ～恋する気持
ち」 #4

50 [字]韓国ドラマ
「美女の誕生」 #3

50 [字]韓国ドラマ
「美女の誕生」 #5

50 [字]韓国ドラマ
「イニョン王妃の男」 #14

50 [字]韓国ドラマ
「ドクターズ～恋する気持
ち」 #3

50 [字]韓国ドラマ
「ドクターズ～恋する気持
ち」 #5

00 あたしンち #245

00 あたしンち #246

50 CSテレ朝ナビ！！
00 あたしンち #247

30 ★ドキドキ！プリキュア
#48
00 [新]烈車戦隊トッキュウ
ジャー #1
30 仮面ライダーゴースト
#49
00 ドラえもん #353

30 ★[終]ドキドキ！プリ
キュア #49
00 烈車戦隊トッキュウ
ジャー #2
30 [終]仮面ライダーゴー
スト #50
00 ドラえもん #290

30 [終]Yes！プリキュア
30 あたしンち #249
5GoGo！ #48
00 [新]動物戦隊ジュウオ 00 動物戦隊ジュウオウ
ウジャー #1
ジャー #2

00 ドラえもん #227

00 ドラえもん #257

00 ドラえもん #368

30 ドラえもん #354

30 ドラえもん #291

30 ドラえもん #228

30 ドラえもん #258

30 ドラえもん #369

00 クレヨンしんちゃん
#247
30 クレヨンしんちゃん
#248
00 るろうに剣心 -明治剣
客浪漫譚- #69
30 るろうに剣心 -明治剣
客浪漫譚- #70
00 相棒Season9 #15
「もがり笛」

00 クレヨンしんちゃん
#548
30 クレヨンしんちゃん
#549
00 パーマン #327 #328

00 クレヨンしんちゃん
#843

00 内田康夫サスペンス・福原 00 ドラえもん #234
警部4

11
12

50 防弾少年団「2016 BTS
LIVE ＜花様年華 on
stage：epilogue＞ ~Japan
Edition~」

13

14

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

10 プロゴルファー猿 #99

10 プロゴルファー猿 #100

30 ★MONSTER #23

00 るろうに剣心 -明治剣
客浪漫譚- #78
30 るろうに剣心 -明治剣
客浪漫譚- #79
00 さまぁ～ず×さまぁ～ず
#456
30 サイサイてれび！お
ちゃの間サイサイ #14

00 ★MONSTER #24
30 仮面ライダーゴースト
#36
00 仮面ライダーゴースト
#37
30 オスカル！はなきんリ
サーチ #34

00 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #72

00 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #76

30 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #73

30 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #77

00 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #74

00 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #78

30 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #75

30 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #79

9月25日（月）

16
00 ★るろうに剣心 -明治
剣客浪漫譚- #83

30 ★山賊の娘ローニャ
#14
00 ★なら≒デキ #47

50 CSテレ朝ナビ！！
00 ★HKT48の「ほかみな」
～そのほかのみなさん～
#25

30 おにぎりあたためます
か #221
00 [字]韓国ドラマ
00 AKB48チーム8のあん
「君を愛した時間～ワタシ た、ロケロケ！ #1
とカレの恋愛白書」 #9

00 ★アイドルお宝くじ
10 [字]SHOW CHAMPION 10 [字]SHOW CHAMPION LIVE #108
BEHIND #14
#191

17

00 ★テレビ朝日・六本木
ヒルズ夏祭り SUMMER
STATION 音楽LIVE 2017
‘BOYS AND MEN’

18
19

30 ＜夜の集中放送＞
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #83

20

30 クレヨンしんちゃん
#354
00 ★オスカル！はなきん
リサーチ #36
30 さまぁ～ず×さまぁ～ず
#401
00 ★くりぃむナンチャラ
#125
30 ★アップデート大学
#45
00 EXシアターTV Live #66
ROAD TO EX 2017 First
Stage 7月

21
22
23

00 別冊ももクロChan #161 00 ★サイサイてれび！お
ちゃの間サイサイ #26
30 おにぎりあたためます
か #214

30 この素晴らしい世界に 30 小林さんちのメイドラゴ 30 ★でんぱの神神 #154
祝福を！2 #4
ン #7
00 別冊ももクロChan #160 00 上田ちゃんネル #258 00 ★おにぎりあたためま
すか #527
30 なら≒デキ #45
30 [字]韓国ドラマ
「星から来たあなた」 #20
00 ＜夜の集中放送＞
00 警視庁捜査ファイル～
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #80
さくら署の女たち #4
30 ＜夜の集中放送＞
40 [終][字]韓国ドラマ
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #81
「星から来たあなた」 #21
00 ＜夜の集中放送＞
00 警視庁捜査ファイル～
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- #82
さくら署の女たち #5

9月27日（水）

00 ★テレビ朝日・六本木ヒルズ
夏祭り SUMMER STATION 音楽
LIVE 2017
‘祭nine. with BOYS AND MEN
研究生’

30 美少女戦士セーラームー
30 ドラえもん #235
フグハラ体型の警部と美人刑
ン セーラースターズ #16
事の殺人捜査
00 ★山賊の娘ローニャ
白骨美女と心中した男…ヤマ 00 クレヨンしんちゃん
#13
イモ＋わさび＝死のレシピ!? #353

10 プロゴルファー猿 #101

9月26日（火）

00 おみやさん（2011） #3

30 美少女戦士セーラームー 30 美少女戦士セーラームー 30 ★るろうに剣心 -明治
ン セーラースターズ #18
ン セーラースターズ #19
剣客浪漫譚- #84

00 クレヨンしんちゃん
#608
30 クレヨンしんちゃん
#609
00 仮面ライダーゴースト
#30
30 エリアの騎士 #2
30 仮面ライダーゴースト
#31
00 相棒Season9 #16
00 烈車戦隊トッキュウ
「監察対象 杉下右京」
ジャー #34
30 烈車戦隊トッキュウ
ジャー #35
00 [字]韓国ドラマ
00 [字]韓国ドラマ
00 [字]韓国ドラマ
「君を愛した時間～ワタシ 「君を愛した時間～ワタシ 「君を愛した時間～ワタシ
とカレの恋愛白書」 #6
とカレの恋愛白書」 #7
とカレの恋愛白書」 #8

30 鋼の錬金術師 FULLMETAL
ALCHEMIST #42

00 あたしンち #248

15

30 BOYS AND MEN研究
生「男の修行inグアム」
CSテレ朝チャンネル版

24

00 ★＜まだ間に合う！集中放送＞

25

鋼の錬金術師 FULLMETAL
ALCHEMIST
#24
#25
#26

26

30 [新]AKBラブナイト 恋
工場 #1 #2
00 おみやさん（2011） #3

27

50 CSテレ朝ナビ！！

9月28日（木）

9月29日（金）

9月30日（土）

10月1日（日）

