【CSテレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ】 2018年6月第4週
6月25日(月)

6月26日(火)

6月27日(水)

6月28日(木)

6月29日(金)

6月30日(土)

4

（6/25付Ver.10）

7月1日(日)

00 [新]DOCTORS2 最強の名
医 #1 初回SP

00 DOCTORS2 最強の名医
#2

5

00 DOCTORS2 最強の名医
#3

6

4

5

6

00 ゴンゾウ～伝説の刑事 #8

7

7
00 ゴンゾウ～伝説の刑事 #9

8

8
00 相棒Season10 #14
「悪友」

9

00 映画ドラえもん
のび太と緑の巨人伝

10

9

10

11

11
00 ＜一挙放送＞
ドクターX～外科医・大門未知子
～（2012）

12

#1 初回SP
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8[終] 最終回SP

13

14

12

13

14

15

15

16

16

17

17

18

18
00 ドラえもん #387

19

30 ドラえもん #388

19

00 クレヨンしんちゃん #831

20

30 クレヨンしんちゃん #832
00 ★さまぁ～ず×さまぁ～ず
#517

21

30 ★ゲキレア珍百景 #111

20

21

00 おにぎりあたためますか #248

22

30 おにぎりあたためますか #561

22

00 ★夜の巷を徘徊する #150

23

30 東京お笑いライブマニア
「虹の黄昏☆SUPER REAL GOLD
ONE MAN SHOW （以下略）」
前半

24

30 HKT48の「ほかみな」～その
ほかのみなさん～ #31

25

30 新・京都迷宮案内
（2008） #2

26

30 新・京都迷宮案内
（2008） #3

27

30 日常 #13

6月25日(月)

6月26日(火)

6月27日(水)

6月28日(木)

6月29日(金)

6月30日(土)

7月1日(日)

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】 2018年7月第1週
7月2日(月)

00 ゴンゾウ～伝説の刑事 #7

7月3日(火)

00 ゴンゾウ～伝説の刑事 #8

7月4日(水)

00 ゴンゾウ～伝説の刑事 #9

4

7月5日(木)

00 [終]ゴンゾウ～伝説の刑事
#10

7月6日(金)

00 [新]新・京都迷宮案内
（2007） #1

50 [字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #13

50 [字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #14

50 [字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #15

50 [字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #16

5

7

8

9

10

00 宇宙戦隊キュウレンジャー
#27

00 [新]手裏剣戦隊ニンニン
ジャー #1

00 手裏剣戦隊ニンニンジャー
#2

00 [新]宇宙戦隊キュウレン
ジャー #1

00 宇宙戦隊キュウレンジャー
#2

00 [新]あたしンち #1

00 仮面ライダーエグゼイド #27 00 DOCTORS2 最強の名医
#6

30 [新]仮面ライダーW #1

30 仮面ライダーW #2

30 [新]仮面ライダーエグゼイド
#1

30 仮面ライダーエグゼイド #2

30 あたしンち #2

30 仮面ライダーエグゼイド #28

00 クレヨンしんちゃん #508

00 クレヨンしんちゃん #509

00 クレヨンしんちゃん #510

00 クレヨンしんちゃん #511

00 クレヨンしんちゃん #512

00 ハピネスチャージプリキュア！
#27

30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #216

30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #217

30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #218

30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #219

30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #220

30 ハピネスチャージプリキュア！
#28

00 [新]ハピネスチャージプリキュ
ア！ #1

00 ハピネスチャージプリキュア！
#2

00 [新]フレッシュプリキュア！ #1 00 フレッシュプリキュア！ #2

00 ドラえもんＴＶスペシャル SP31「戦国のび
兵衛がんばれ」（2016/12/31放送）

00 GTO #8

30 ★相棒Season13 #13
「人生最良の日」

30 ★相棒Season13 #14
「アザミ」

30 ★相棒Season13 #15
「鮎川教授最後の授業」

30 科捜研の女（2009） #9

30 [終]科捜研の女（2009）
#10

30 [新]科捜研の女（2014） 30 [新]ドクターX～外科医・大
門未知子～（2016）
#1
#1 初回SP

30 ★再捜査刑事・片岡悠介9

30 ★ドラマスペシャル 十万分の一の 30 おかしな刑事8
30 東京駅お忘れ物預り所2
偶然
居眠り刑事とエリート警視の父娘

30 [終]DOCTORS 最強の名
医 #8 最終回SP

25 CSテレ朝ナビ！！

30 DOCTORS2 最強の名医
#5

30 GTO #9
00 相棒Season10 #15
「アンテナ」

00 相棒Season10 #16
「宣誓」

00 クレヨンしんちゃんTVスペシャル

00 ＜一挙放送＞
ドクターX～外科医・大門未知子
～（2013）

30 DOCTORS2 最強の名医
#6

寝台特急サンライズ 瀬戸～暁の
殺人トリック!!謎を乗せN700系
新幹線が走る!?二枚の涙の乗車
券

20 臨場 続章 #8

20 臨場 続章 #9

20 臨場 続章 #10

20 松本清張 けものみち #8

13

10 はぐれ刑事純情派
（1988） #11

10 はぐれ刑事純情派
（1988） #12

10 はぐれ刑事純情派
（1988） #13

10 はぐれ刑事純情派
（1989） #6

10 はぐれ刑事純情派
（1989） #7

14

00 ★[字]韓国ドラマ
「キャリアを引く女～キャリーバッグ
いっぱいの恋～」 #14

00 ★[終][字]韓国ドラマ
「キャリアを引く女～キャリーバッグ
いっぱいの恋～」 #16

00 [字]韓国ドラマ
「ウチに住むオトコ」 #13

00 [字]韓国ドラマ
「ウチに住むオトコ」 #15

00 [字]韓国ドラマ
「キャリアを引く女～キャリーバッグ
いっぱいの恋～」 #4

15

10 ★[字]韓国ドラマ
「キャリアを引く女～キャリーバッグ
いっぱいの恋～」 #15

10 ★[新][字]韓国ドラマ
「記憶〜愛する人へ〜」 #1

10 [字]韓国ドラマ
「ウチに住むオトコ」 #14

10 [終][字]韓国ドラマ
「ウチに住むオトコ」 #16

10 [字]韓国ドラマ
「キャリアを引く女～キャリーバッグ
いっぱいの恋～」 #5

16

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！！

00 手裏剣戦隊ニンニンジャー
#27

00 手裏剣戦隊ニンニンジャー
#28

00 宇宙戦隊キュウレンジャー
#27

00 宇宙戦隊キュウレンジャー
#28

00 ユーリ!!! on ICE #11

30 ★仮面ライダーW #29

30 ★仮面ライダーW #30

30 仮面ライダーエグゼイド #27 30 仮面ライダーエグゼイド #28 30 [終]ユーリ!!! on ICE #12

17

30 ★ハピネスチャージプリキュ
ア！ #33

30 ★ハピネスチャージプリキュ
ア！ #34

00 [終]ゴンゾウ～伝説の刑事
#10

00 [新]松本清張 けものみち
#1
初回SP

死を呼ぶプロポーズ～結婚詐欺連続
捜査
殺人！美人容疑者が刑事をナンパ!? ～激突！事故か殺人か!?東名高速
マフラーを絶対外さない女の謎をＸ線 四重衝突!!一枚の写真が暴く赤い火
東京タワーは見ていた！消えた少
の玉の謎…結婚目前に消えた娘～
と野沢菜が解く!!
女の秘密・血痕が描く謎のルート
父の追跡

12

00 DOCTORS2 最強の名医
#5

30 宇宙戦隊キュウレンジャー
#28

SP48「迷子になったゾ」ほか
（2005/12/16放送）
SP51「食頑あつめてショックガーンだゾ」
（2006/4/14放送）
殺意のファンレターが暴いた美人ラジオ SP54「ケータイ電話でバトルだゾ」ほか
（2006/10/6放送）
ＤＪの裏の顔!!
SP58「かき氷がキーンだゾ」ほか
レントゲンに写らない骨折の謎を玉子
（2007/8/3放送）
焼きが解く
SP60「ちょー嵐を呼ばない園児だゾ」
（2008/4/18放送）
SP62「オラはライオンでキングだゾ」
（2009/4/24放送）
20 [終]松本清張 けものみち

11

7月8日(日)

00 DOCTORS2 最強の名医
#4

30 ご姉弟物語 #2
50 [字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #12

6

7月7日(土)

00 [新]ご姉弟物語 #1

（6/25付Ver.10）

30 検事朝日奈耀子16
医師＆検事～2つの顔を持つ女！

#9

30 ★フレッシュプリキュア！ #27 30 ★フレッシュプリキュア！ #28 30 日常 #13

#1 初回SP
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9[終] 最終回SP

00 クレヨンしんちゃんTVスペシャル
SP64「オラ誕生の秘密だゾ」
（2010/4/16放送）
SP68「やっぱりきょうだいだゾ」ほか
（2012/3/9､16放送）

30 ドラえもん #94

30 ドラえもん #369

30 ドラえもん #305

30 ドラえもん #339

30 ドラえもん #351

00 クレヨンしんちゃん #520

00 クレヨンしんちゃん #624

00 クレヨンしんちゃん #684

00 ★クレヨンしんちゃん #882

19

30 クレヨンしんちゃん #521

30 クレヨンしんちゃん #625

30 クレヨンしんちゃん #685

30 エリアの騎士 #21

00 [新]科捜研の女（20152016） #1 初回SP

00 科捜研の女（20152016） #2

00 手裏剣戦隊ニンニンジャー
#27

00 日常 #4

00 ただいま、ゲーム実況中!!セレク 00 ドラえもん #389
ション アイドルSP
わーすた
30 ドラえもん #390
（2017年12月22日放送分録
画）

30 手裏剣戦隊ニンニンジャー
#28

30 日常 #5

30 ★おにぎりあたためますか
#563

00 仮面ライダーW #29

00 ★GTO #30

00 BORDER 警視庁捜査一課 00 さまぁ～ず×さまぁ～ず
殺人犯捜査第4係 #6
#496

30 仮面ライダーW #30

30 ★GTO #31

00 [新]ドクターX～外科医・大
門未知子～（2013）
#1 初回SP

00 ドクターX～外科医・大門未
知子～（2013）
#2

00 さまぁ～ず×さまぁ～ず
#494

00 サイサイてれび！おちゃの間サ 00 おにぎりあたためますか #249
イサイ #12

30 さまぁ～ず×さまぁ～ず
#495

30 ★サイサイてれび！おちゃの間 30 おにぎりあたためますか #562
サイサイ #62

00 ★[新]鋼の錬金術師 #1

00 HKT48の「ほかみな」～その
ほかのみなさん～ #11

00 さまぁ～ず×さまぁ～ず
#497

23

24

25

26

27

00 [新]ドクターX～外科医・大
門未知子～（2012）
#1 初回SP

00 ドクターX～外科医・大門未
知子～（2012）
#2

00 [新]ユーリ!!! on ICE #1

00 日常 #9

30 ★Lostorage conflated
WIXOSS #11

30 日常 #10

00 日常 #19

00 GTO #25

30 日常 #20

30 GTO #26

00 さまぁ～ず×さまぁ～ず
#494

00 イッテンモノ #30

10 氷菓 #5
37 氷菓 #6

00 別冊ももクロChan #180

33 Lostorage incited WIXOSS #7

00 別冊ももクロChan #179

00 ★上田ちゃんネル #277

00 [字]韓国ドラマ
「キャリアを引く女～キャリーバッグ
いっぱいの恋～」 #14

00 [終][字]韓国ドラマ
「キャリアを引く女～キャリーバッグ
いっぱいの恋～」 #16

10 [字]韓国ドラマ
「キャリアを引く女～キャリーバッグ
いっぱいの恋～」 #15

10 [新][字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #1

20 CSテレ朝ナビ！！

20 CSテレ朝ナビ！！

00 ＜夜の集中放送＞
臨場 続章 #10

00 ＜夜の集中放送＞
[新]山賊の娘ローニャ #1

00 ＜夜の集中放送＞
山賊の娘ローニャ #5

30 ＜夜の集中放送＞
山賊の娘ローニャ #2

30＜夜の集中放送＞
山賊の娘ローニャ #6

00 ＜夜の集中放送＞
山賊の娘ローニャ #3

00 ＜夜の集中放送＞
山賊の娘ローニャ #7

30 ＜夜の集中放送＞
山賊の娘ローニャ #4

30 ＜夜の集中放送＞
山賊の娘ローニャ #8

7月3日(火)

7月4日(水)

00 遺留捜査（2011） #4

00 ★さまぁ～ず×さまぁ～ず
#518
30 ゲキレア珍百景 #89

12

18

19

20

21

22

00 ★夜の巷を徘徊する #151

30 おにぎりあたためますか #251 30 おじさん爆弾 #12

30 ★でんぱの神神 #192

30 さまぁ～ず×さまぁ～ず
#493

7月2日(月)

30 クレヨンしんちゃん #834

30 Lostorage conflated
WIXOSS #3

30 サイサイてれび！おちゃの間サ 30 さまぁ～ず×さまぁ～ず
イサイ #53
#492

00 ＜夜の集中放送＞
[終]臨場 続章 #11

00 クレヨンしんちゃん #833

30 クレヨンしんちゃん #701

00 ユーリ!!! on ICE #10

05 Lostorage incited
WIXOSS #6

11

00 ドラえもん #391
30 ドラえもん #392

00 クレヨンしんちゃん #700

30 ★イッテンモノ #31

30 ユーリ!!! on ICE #9

10

17

00 ドラえもん #350

22

9

16

【推】

00 ドラえもん #338

50 CSテレ朝ナビ！！

8

15

30 ★転校少女歌撃団5thワン
マンライブ～THE LAST GIGS
～7人のキズナ3時間半SP

00 ドラえもん #304

00 相棒Season8 #12
「SPY」

7

14

00 ドラえもん #368

21

6

13

SP1「天井うらの宇宙戦争」ほか
（2005/7/1放送）
SP22「どら焼き伝説を追え！」ほ
か（2009/12/31放送）

00 ドラえもん #93

【推】

5

00 ドラえもんＴＶスペシャル

18

20

4

00 BORDER 警視庁捜査一課
殺人犯捜査第4係 #5

23

24

30 新・京都迷宮案内
（2008） #4

30 新・京都迷宮案内
（2008） #5

25

26

00 遺留捜査（2011） #5
30 日常 #14

7月5日(木)

7月6日(金)

30 日常 #15

7月7日(土)

30 日常 #16

7月8日(日)

27

【CSテレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ】 2018年7月第2週
7月9日(月)

4

00 新・京都迷宮案内
（2007） #2

7月10日(火)

00 新・京都迷宮案内
（2007） #3

7月11日(水)

00 新・京都迷宮案内
（2007） #4

7月12日(木)

00 新・京都迷宮案内
（2007） #5

7月13日(金)

00 新・京都迷宮案内
（2007） #6

30 ご姉弟物語 #4
50 [字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #17

50 [終][字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #18

50 [新][字]韓国ドラマ
「ウチに住むオトコ」 #1

50 [字]韓国ドラマ
「ウチに住むオトコ」 #2

50 [字]韓国ドラマ
「ウチに住むオトコ」 #3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

7月14日(土)

00 ご姉弟物語 #3

（6/25付Ver.10）

7月15日(日)

00 ＜テレ朝夏祭り特番！＞
六本木アイドルフェスティバル
7時間SP!!

00 宇宙戦隊キュウレンジャー
#29

5

30 宇宙戦隊キュウレンジャー
#30
00 手裏剣戦隊ニンニンジャー
#3

00 手裏剣戦隊ニンニンジャー
#4

00 宇宙戦隊キュウレンジャー
#3

00 宇宙戦隊キュウレンジャー
#4

00 あたしンち #3

00 仮面ライダーエグゼイド #29

30 仮面ライダーW #3

30 仮面ライダーW #4

30 仮面ライダーエグゼイド #3

30 仮面ライダーエグゼイド #4

30 あたしンち #4

30 仮面ライダーエグゼイド #30

00 クレヨンしんちゃん #513

00 クレヨンしんちゃん #514

00 クレヨンしんちゃん #515

00 クレヨンしんちゃん #516

00 クレヨンしんちゃん #517

00 ハピネスチャージプリキュア！
#29

30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #221

30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #222

30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #223

30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #224

30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #225

30 ハピネスチャージプリキュア！
#30

00 ハピネスチャージプリキュア！
#3

00 ハピネスチャージプリキュア！
#4

00 フレッシュプリキュア！ #3

00 フレッシュプリキュア！ #4

00 ドラえもんＴＶスペシャル SP25「ジャイアンが
1000人!?」（2010/6/25放送）

00 GTO #10

30 ★相棒Season13 #16
「鮎川教授最後の授業・解決
篇」

30 ★相棒Season13 #17
「妹よ」

30 ★相棒Season13 #18
「苦い水」

30 ドクターX～外科医・大門未
知子～（2016）
#2

30 科捜研の女（2014） #2

30 科捜研の女（2014） #3

30 科捜研の女（2014） #4

30 ドクターX～外科医・大門未
知子～（2016）
#3

30 DOCTORS2 最強の名医
#8

30 京都南署鑑識ファイル3

30 再捜査刑事・片岡悠介8
30 おかしな刑事6
居眠り刑事とエリート警視の父娘捜
未解決事件の死者が復讐殺人!?
査

30 司法教官・穂高美子2

30 東京駅お忘れ物預り所 1

名門陶芸窯元～茶会連続殺
美女の口元に現れた5年分の嘘…
人!!跡目を狙う美人三姉妹の華
日光鬼怒川明智伝説がつなぐ二つ 静電気で見える暗号文と、絶対に指
やかな闘い!?
の転落死体！光秀は生きていた？ 紋が残るペンの謎
秘伝の器に花嫁の指紋が…

9千万円盗んでも無罪の法律ト
リック!?勝手に走り出す現金輸送
車の謎…みかんを食べて変身する
真犯人

大分発寝台特急“富士”連続殺 00 クレヨンしんちゃん #702
人・夜行列車から殺人告発の手
紙が!?
30 クレヨンしんちゃん #703
死んだ女の謎の落し物!!

20 [終]臨場 続章 #11

20 ★やすらぎの郷
#7 #8 #9

20 ★やすらぎの郷
#10 #11 #12

20 ★[新]やすらぎの郷
#1 #2 #3

20 ★やすらぎの郷
#4 #5 #6

25 CSテレ朝ナビ！！

30 DOCTORS2 最強の名医
#7

10 はぐれ刑事純情派
（1988） #16

10 はぐれ刑事純情派
（1989） #8

10 はぐれ刑事純情派
（1989） #9

00 ★[字]韓国ドラマ
「記憶〜愛する人へ〜」 #2

00 ★[字]韓国ドラマ
「記憶〜愛する人へ〜」 #4

00 [新][字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #1

00 [字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #3

00 [字]韓国ドラマ
「キャリアを引く女～キャリーバッグ
いっぱいの恋～」 #6

10 ★[字]韓国ドラマ
「記憶〜愛する人へ〜」 #3

10 ★[字]韓国ドラマ
「記憶〜愛する人へ〜」 #5

10 [字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #2

10 [字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #4

10 [字]韓国ドラマ
「キャリアを引く女～キャリーバッグ
いっぱいの恋～」 #7

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！！

00 手裏剣戦隊ニンニンジャー
#29

00 手裏剣戦隊ニンニンジャー
#30

00 宇宙戦隊キュウレンジャー
#29

00 宇宙戦隊キュウレンジャー
#30

30 ★仮面ライダーW #31

30 ★仮面ライダーW #32

30 仮面ライダーエグゼイド #29 30 仮面ライダーエグゼイド #30

00 クレヨンしんちゃんTVスペシャル
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
（2013/8/2放送）

00 ドラえもん #95

00 ドラえもん #370

00 ドラえもん #306

00 ドラえもん #340

00 ドラえもん #352

30 ドラえもん #96

30 ドラえもん #371

30 ドラえもん #307

30 ドラえもん #341

30 ドラえもん #353

00 クレヨンしんちゃん #522

00 クレヨンしんちゃん #626

00 クレヨンしんちゃん #686

00 ★クレヨンしんちゃん #883

30 クレヨンしんちゃん #523

30 クレヨンしんちゃん #627

30 クレヨンしんちゃん #687

30 エリアの騎士 #22

00 ただいま、ゲーム実況中!!セレク
ション
根岸 愛
（2017年6月24日放送分録画）

00 科捜研の女（20152016） #3

00 科捜研の女（20152016） #4

00 手裏剣戦隊ニンニンジャー
#29

00 日常 #6

00 ★くりぃむナンチャラ #153

30 手裏剣戦隊ニンニンジャー
#30

30 日常 #7

30 ★おにぎりあたためますか
#564

00 仮面ライダーW #31

00 ★GTO #32

30 仮面ライダーW #32

30 ★GTO #33

00 相棒Season8 #15
「狙われた刑事」

00 相棒Season8 #16
「隠されていた顔」

30 ★フレッシュプリキュア！ #29 30 ★フレッシュプリキュア！ #30 30 日常 #14

00 ドクターX～外科医・大門未
知子～（2012）
#4

00 ドクターX～外科医・大門未
知子～（2013）
#3

00 ドクターX～外科医・大門未
知子～（2013）
#4

00 AKB48チーム8のあんた、ロケ
ロケ！ #34

00 ユーリ!!! on ICE #2

00 日常 #11

00 氷菓 #7

00 ★鋼の錬金術師 #2

00 HKT48の「ほかみな」～その
ほかのみなさん～ #12

30 ★[終]Lostorage
conflated WIXOSS #12

30 日常 #12

30 氷菓 #8

30 ユーリ!!! on ICE #11

00 日常 #21

00 GTO #27

00 Lostorage incited
WIXOSS #8

30 日常 #22

30 GTO #28

30 Lostorage incited
WIXOSS #9

00 さまぁ～ず×さまぁ～ず
#495

00 イッテンモノ #31

00 別冊ももクロChan #179
30 さまぁ～ず×さまぁ～ず
#499

00 ＜夜の集中放送＞
山賊の娘ローニャ #9

00 ＜夜の集中放送＞
山賊の娘ローニャ #13

00 ＜夜の集中放送＞
山賊の娘ローニャ #17

30 ＜夜の集中放送＞
山賊の娘ローニャ #10

30 ＜夜の集中放送＞
山賊の娘ローニャ #14

30 ＜夜の集中放送＞
山賊の娘ローニャ #18

00 ＜夜の集中放送＞
山賊の娘ローニャ #11

00 ＜夜の集中放送＞
山賊の娘ローニャ #15

00 ＜夜の集中放送＞
山賊の娘ローニャ #19

30 ＜夜の集中放送＞
山賊の娘ローニャ #12

30 ＜夜の集中放送＞
山賊の娘ローニャ #16

30 ＜夜の集中放送＞
山賊の娘ローニャ #20

7月9日(月)

7月10日(火)

7月11日(水)

9

00 ★＜テレ朝夏祭り特番！＞
快盗戦隊ルパンレンジャーVS警
察戦隊パトレンジャー
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20

00 ★＜テレ朝夏祭り特番！＞
仮面ライダービルド
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
【推】

11

12

13

14

15

16

17

【推】
00 ★＜テレ朝夏祭り特番！＞
映画ドラえもん
のび太の南極カチコチ大冒険

18

【推】

19
00 ★＜テレ朝夏祭り特番！＞
映画クレヨンしんちゃん
襲来!! 宇宙人シリリ

【推】

21
00 ＜テレ朝夏祭り特番！＞
テレビ朝日サマーステーションライブ
in 幕張

30 日常 #17

7月14日(土)

22

23

24
00 ＜テレ朝夏祭り特番！＞
テレビ朝日・六本木ヒルズ夏祭り
SUMMER STATION 音楽LIVE 2017
‘アルスマグナ’

25

00 ＜テレ朝夏祭り特番！＞
テレビ朝日・六本木ヒルズ夏祭り
SUMMER STATION 音楽LIVE 2017
‘BOYS AND MEN’

26

00 ＜テレ朝夏祭り特番！＞
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’

20 CSテレ朝ナビ！！

20

【推】

00 ＜テレ朝夏祭り特番！＞
ユーリ!!! on ICE

00 遺留捜査（2011） #7

7月13日(金)

10

30 ドラえもん #394

#1
#2
00 [終]ユーリ!!! on ICE #12 00 ★別冊ももクロChan #181
#3
#4
30 ★でんぱの神神 #193
30 Lostorage conflated
#5
WIXOSS #4
#6
#7
00 [字]韓国ドラマ
00 上田ちゃんネル #277
#8
「君の声が聞こえる」 #2
#9
#10
#11
00 遺留捜査（2011） #6
#12[終]
10 [字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #3

7月12日(木)

8

30 GTO #11

00 BORDER 警視庁捜査一課 00 ★＜テレ朝夏祭り特番！＞
ユーリ!!! on CONCERT 完全
殺人犯捜査第4係 #7
版

00 ドクターX～外科医・大門未
知子～（2012）
#3

30 サイサイてれび！おちゃの間サ 30 さまぁ～ず×さまぁ～ず
イサイ #54
#498

7

00 ドラえもん #393

10 はぐれ刑事純情派
（1988） #15

30 ★ハピネスチャージプリキュ
ア！ #36

6

00 相棒Season10 #17
「陣川、父親になる」

10 はぐれ刑事純情派
（1988） #14

30 ★ハピネスチャージプリキュ
ア！ #35

4

7月15日(日)

27

【CSテレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ】 2018年7月第3週
7月16日（月・祝）

7月17日(火)

00 新・京都迷宮案内
（2007） #7

7月18日(水)

（～引き続き）
メンテナンスのため放送休止

7月19日(木)

00 新・京都迷宮案内
（2007） #8

7月20日(金)

00 [終]新・京都迷宮案内
（2007） #9

7月21日(土)

00 ご姉弟物語 #5

（6/25付Ver.10）

7月22日(日)

00 DOCTORS2 最強の名医
#7

4

00 ＜テレ朝夏祭り特番！＞
テレビ朝日・六本木ヒルズ夏祭り
SUMMER STATION 音楽LIVE 2017
‘NGT48’

5

00 ＜テレ朝夏祭り特番！＞
テレビ朝日・六本木ヒルズ夏祭り
SUMMER STATION 音楽LIVE 2017
‘AKB48 Team 8’
00 ＜テレ朝夏祭り特番！＞
テレビ朝日・六本木ヒルズ夏祭り
SUMMER STATION 音楽LIVE 2017
‘SKE48 Team E’

00 手裏剣戦隊ニンニンジャー
#5

00 宇宙戦隊キュウレンジャー
#5

00 あたしンち #5

6

00 仮面ライダーエグゼイド #31 00 [終]DOCTORS2 最強の名
医 #9

30 仮面ライダーW #5

30 仮面ライダーエグゼイド #5

30 あたしンち #6

30 仮面ライダーエグゼイド #32

00 ＜テレ朝夏祭り特番！＞
テレビ朝日・六本木ヒルズ夏祭り
SUMMER STATION 音楽LIVE 2017
‘内田真礼’

00 クレヨンしんちゃん #518

00 クレヨンしんちゃん #519

00 クレヨンしんちゃん #520

00 クレヨンしんちゃん #521

7

00 ハピネスチャージプリキュア！
#31

30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #226

30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #227

30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #228

30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #229

30 ハピネスチャージプリキュア！
#32

00 ＜テレ朝夏祭り特番！＞
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 ハピネスチャージプリキュア！
#5

00 フレッシュプリキュア！ #5

00 フレッシュプリキュア！ #6

00 ドラえもんＴＶスペシャル
SP24「町内突破大作戦」（2010/3/19放送）

00 GTO #12

8

30 相棒Season10 #2
「逃げ水」

30 相棒Season10 #3
「晩夏」

9

00 ＜テレ朝夏祭り特番！＞
テレビ朝日・六本木ヒルズ夏祭り
SUMMER STATION 音楽LIVE 2017
‘内田彩’

30 ドクターX～外科医・大門未
知子～（2016）
#4

30 科捜研の女（2014） #5

30 科捜研の女（2014） #6

30 ドクターX～外科医・大門未
知子～（2016）
#5

10

11

12

13

14

#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30

19

20

21

22

23

24

25

26

27

50 [字]韓国ドラマ
「ウチに住むオトコ」 #5

50 [字]韓国ドラマ
「ウチに住むオトコ」 #6

00 宇宙戦隊キュウレンジャー
#31

00 DOCTORS2 最強の名医
#8

30 宇宙戦隊キュウレンジャー
#32

30 人類学者・岬久美子の殺人 30 京都南署鑑識ファイル5
鑑定！5
狙われた映画女優～連続殺人
光る白骨の美女！ピアニスト連続 の罠!!
殺人の裏に女系家族の愛と欲… 圧迫痕花粉、掌紋…
科学捜査が暴く真犯人の秘密
転落死したら骨折が治った!?

00 松本清張 けものみち #3

8
00 相棒Season8 #2
「さよなら、バードランド」

00 映画クレヨンしんちゃん
バカうまっ!B級グルメサバイバル!!

30 検事朝日奈耀子17
30 おかしな刑事7
医師＆検事～2つの顔を持つ女！ 居眠り刑事とエリート警視の父娘

捜査

6

7

30 [終]DOCTORS2 最強の名 30 GTO #13
医 #9 最終回SP
00 [終]相棒Season10 #19
最終回SP
「罪と罰」

5

00 松本清張 けものみち #2

25 CSテレ朝ナビ！！

30 [新]松本清張 けものみち
#1
初回SP

4

9

10

00 ＜集中放送＞

イケメン医師は女医に殺される!?
東京お笑いライブマニア
エレベーターが嫌いな女の瞬間移動 サクラソウは見ていた！死体に付
「喜利ン児」前編
トリック…超音波で風邪をひく密室 いた花弁と、女流画家の美しい罠
の謎

00 ＜集中放送＞
東京お笑いライブマニア
「喜利ン児」後編

11
50 CSテレ朝ナビ！！

00 ＜一挙放送＞
Lostorage incited WIXOSS

12

20 ★やすらぎの郷
#13 #14 #15

20 ★やすらぎの郷
#16 #17 #18

20 ★やすらぎの郷
#19 #20 #21

20 ★やすらぎの郷
#22 #23 #24

10 はぐれ刑事純情派
（1988） #17

10 はぐれ刑事純情派
（1988） #18

10 はぐれ刑事純情派
（1989） #10

10 はぐれ刑事純情派
（1989） #11

00 ★[字]韓国ドラマ
「記憶〜愛する人へ〜」 #6

00 [字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #5

00 [字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #7

00 [字]韓国ドラマ
「キャリアを引く女～キャリーバッグ
いっぱいの恋～」 #8

10 ★[字]韓国ドラマ
「記憶〜愛する人へ〜」 #7

10 [字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #6

10 [字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #8

10 [字]韓国ドラマ
「キャリアを引く女～キャリーバッグ
いっぱいの恋～」 #9

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！！

00 ＜集中放送＞
東京お笑いライブマニア
「トンツカタン単独ライブ トンツカタンⅡ
～さよなら さよなら こんにちは～」後編

16

00 手裏剣戦隊ニンニンジャー
#31

00 宇宙戦隊キュウレンジャー
#31

00 宇宙戦隊キュウレンジャー
#32

30 ★仮面ライダーW #33

30 仮面ライダーエグゼイド #31 30 仮面ライダーエグゼイド #32

00 クレヨンしんちゃんTVスペシャル
SP59「野原四十郎」
（2007/12/14放送）
SP60「ちょー嵐を呼ばない園児だゾ」
（2008/4/18放送）

00 ＜集中放送＞
東京お笑いライブマニア
「虹の黄昏☆SUPER REAL GOLD
ONE MAN SHOW （以下略）」前編

17

00 ドラえもん #97

00 ドラえもん #372

00 ドラえもん #308

00 ドラえもん #342

00 ドラえもん #354

30 ドラえもん #98

30 ドラえもん #373

30 ドラえもん #309

30 ドラえもん #343

30 ドラえもん #355

00 ＜集中放送＞
東京お笑いライブマニア
「虹の黄昏☆SUPER REAL GOLD
ONE MAN SHOW （以下略）」後編

【推】

16

18

50 [字]韓国ドラマ
「ウチに住むオトコ」 #4

00 ★＜テレ朝夏祭り特番！＞
仮面ライダービルド

15

17

30 ご姉弟物語 #6

58 ただいま、ゲーム実況中!!セレク
ション
山田菜々
（2017年6月24日放送分録画）

30 ★ハピネスチャージプリキュ
ア！ #37

30 ★フレッシュプリキュア！ #31 30 ★フレッシュプリキュア！ #32 30 日常 #15

00 ＜集中放送＞
東京お笑いライブマニア
「パーパー単独ライブ ほいほいはひふ
へほ」前編
00 ＜集中放送＞
東京お笑いライブマニア
「パーパー単独ライブ ほいほいはひふ
へほ」後編
00 ＜集中放送＞
東京お笑いライブマニア
「トンツカタン単独ライブ トンツカタンⅡ
～さよなら さよなら こんにちは～」前編

00 ドラえもんTVスペシャル
SP17「ゆうれい城へひっこし」ほか
（2008/12/31放送）

00 クレヨンしんちゃん #628

00 クレヨンしんちゃん #688

00 ★クレヨンしんちゃん #884

30 クレヨンしんちゃん #629

30 クレヨンしんちゃん #689

30 エリアの騎士 #23

00 科捜研の女（20152016） #5

00 科捜研の女（20152016） #6

00 手裏剣戦隊ニンニンジャー
#31

00 日常 #8

00 さまぁ～ず×さまぁ～ず
#501

00 クレヨンしんちゃん #704

00 クレヨンしんちゃん #835

30 手裏剣戦隊ニンニンジャー
#32

30 日常 #9

30 ★おにぎりあたためますか
#565

30 クレヨンしんちゃん #705

30 クレヨンしんちゃん #836

00 ドラえもんTVスペシャル
SP19「さようならドラえもん」ほか
（2009/3/20放送）

00 ★GTO #34

00 BORDER 警視庁捜査一課 00 ★オスカル！はなきんリサーチ 00 ★さまぁ～ず×さまぁ～ず
#64
殺人犯捜査第4係 #8
#519

50 CSテレ朝ナビ！！

00 ドクターX～外科医・大門未
知子～（2012）
#5

30 ★GTO #35

30 ★イッテンモノ #32

00 ドクターX～外科医・大門未
知子～（2013）
#5

00 ドクターX～外科医・大門未
知子～（2013）
#6

00 ただいま、ゲーム実況中!!セレク
ション
なんぶ桜
（2017年6月24日放送分録画）

00 サイサイてれび！おちゃの間サ
イサイ #13

00 HKT48の「ほかみな」～その
ほかのみなさん～ #13

00 さまぁ～ず×さまぁ～ず
#502

00 ユーリ!!! on ICE #3

00 日常 #13

00 氷菓 #9

00 ★鋼の錬金術師 #3

30 ユーリ!!! on ICE #4

30 日常 #14

30 氷菓 #10

30 ★鋼の錬金術師 #4

00 日常 #23

00 GTO #29

00 Lostorage incited
WIXOSS #10

00 Lostorage conflated
WIXOSS #5

00 別冊ももクロChan #181

30 GTO #30

30 Lostorage incited
WIXOSS #11

30 Lostorage conflated
WIXOSS #6

30 ★でんぱの神神 #194

00 さまぁ～ず×さまぁ～ず
#496

00 メンテナンスのため放送休止

00 別冊ももクロChan #180

00 ★上田ちゃんネル #278

00 [字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #4

30 サイサイてれび！おちゃの間サ （～7:00まで）
イサイ #55

30 さまぁ～ず×さまぁ～ず
#500

00 ＜夜の集中放送＞
山賊の娘ローニャ #21

00 ＜夜の集中放送＞
山賊の娘ローニャ #25

30 ＜夜の集中放送＞
山賊の娘ローニャ #22

30 ＜夜の集中放送＞
[終]山賊の娘ローニャ #26

00 ＜夜の集中放送＞
山賊の娘ローニャ #23

00 ＜夜の集中放送＞
[新]日常 #1

30 ＜夜の集中放送＞
山賊の娘ローニャ #24

30 ＜夜の集中放送＞
日常 #2

7月16日（月・祝）

7月17日(火)

7月18日(水)

30 ドラえもん #398

30 ★ゲキレア珍百景 #112

30 ★サイサイてれび！おちゃの間 30 おにぎりあたためますか #563
サイサイ #63

「虹の黄昏☆SUPER REAL GOLD
ONE MAN SHOW （以下略）」
00 BORDER 警視庁捜査一課
後編

殺人犯捜査第4係 #6

30 HKT48の「ほかみな」～その
ほかのみなさん～ #32
00 [字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #6

10 [字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #5

10 [字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #7

20 CSテレ朝ナビ！！

20 CSテレ朝ナビ！！

19

20

21

22

00 ★夜の巷を徘徊する #152

30 新・京都迷宮案内
（2008） #6
00 遺留捜査（2011） #8

18

00 ドラえもん #397

30 おにぎりあたためますか #252 30 東京お笑いライブマニア

30 日常 #24

14

50 CSテレ朝ナビ！！

30 クレヨンしんちゃん #525

00 [新]相棒Season13 #1
初回SP
「ファントム・アサシン」

13

15

00 クレヨンしんちゃん #524

00 相棒Season8 #17
「怪しい隣人」

00 ★東京お笑いライブマニア
00 ドラえもん #395
「真空ジェシカ 単独ライブ～犬の
整形の立会い～」前編
30 ドラえもん #396

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12[終]

30 新・京都迷宮案内
（2008） #7

23

24

25

26

00 遺留捜査（2011） #9
30 日常 #18

7月19日(木)

7月20日(金)

30 日常 #19

7月21日(土)

30 日常 #20

7月22日(日)

27

【CSテレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ】 2018年7月第4週
7月23日(月)

4

00 [新]新・京都迷宮案内
（2008） #1

7月24日(火)

00 新・京都迷宮案内
（2008） #2

7月25日(水)

00 新・京都迷宮案内
（2008） #3

7月26日(木)

00 新・京都迷宮案内
（2008） #4

7月27日(金)

00 新・京都迷宮案内
（2008） #5

50 [字]韓国ドラマ
「ウチに住むオトコ」 #8

50 [字]韓国ドラマ
「ウチに住むオトコ」 #9

50 [字]韓国ドラマ
「ウチに住むオトコ」 #10

50 [字]韓国ドラマ
「ウチに住むオトコ」 #11

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

7月29日(日)

00 [新]臨場 #1

4

30 ご姉弟物語 #8
50 [字]韓国ドラマ
「ウチに住むオトコ」 #7

6

7月28日(土)

00 ご姉弟物語 #7

（6/25付Ver.10）

00 宇宙戦隊キュウレンジャー
#33

00 臨場 #2

5

30 宇宙戦隊キュウレンジャー
#34
00 手裏剣戦隊ニンニンジャー
#6

00 手裏剣戦隊ニンニンジャー
#7

00 宇宙戦隊キュウレンジャー
#6

00 宇宙戦隊キュウレンジャー
#7

00 あたしンち #7

00 仮面ライダーエグゼイド #33 00 臨場 #3

30 仮面ライダーW #6

30 仮面ライダーW #7

30 仮面ライダーエグゼイド #6

30 仮面ライダーエグゼイド #7

30 あたしンち #8

30 仮面ライダーエグゼイド #34

00 クレヨンしんちゃん #522

00 クレヨンしんちゃん #523

00 クレヨンしんちゃん #524

00 クレヨンしんちゃん #525

00 クレヨンしんちゃん #526

00 ハピネスチャージプリキュア！
#33

30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #230

30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #231

30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #232

30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #233

30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #234

30 ハピネスチャージプリキュア！
#34

00 ハピネスチャージプリキュア！
#6

00 ハピネスチャージプリキュア！
#7

00 フレッシュプリキュア！ #7

00 フレッシュプリキュア！ #8

00 GTO #14

30 相棒Season10 #4
「ライフライン」

30 相棒Season10 #5
「消えた女」

30 相棒Season10 #6
「ラスト・ソング」

30 ドクターX～外科医・大門未
知子～（2016）
#6

00 クレヨンしんちゃんTVスペシャル SP73
「消費税が上がるゾ」ほか（2014/3/7放
送）

30 科捜研の女（2014） #7

30 科捜研の女（2014） #8

30 [終]科捜研の女（2014）
#9

30 ドクターX～外科医・大門未
知子～（2016）
#7

30 ドクター彦次郎1
～塀の中から来た名医！

30 京都南署鑑識ファイル6

30 司法教官・穂高美子3

華道家元連続殺人!!美女は青

死亡時刻が二転三転!?
遺産30億強奪トリックを“スイーツ
姉妹”の空飛ぶバウムクーヘンが
解く!!

東京～伊勢～大阪…死体なき
連続殺人の謎に挑む！名前も顔
も捨て1000キロを逃げる美女!! 東京タワーは見ていた！消えた少
借金地獄に堕ちたOL衝撃の結 女の秘密・血痕が描く謎のルート
末

20 ★やすらぎの郷
#31 #32 #33

20 ★やすらぎの郷
#34 #35 #36

顔と体を自在に変える連続殺人犯！ いバラの浴槽に浮かぶ!?
1億円の名画に隠された18年前の薬
月下美人の花粉が語る死体移
の謎…ヤブ医者が治療したら手術痕
動の謎…
が消えた!?

20 ★やすらぎの郷
#25 #26 #27

20 ★やすらぎの郷
#28 #29 #30

28 宮部みゆき原作 ドラマスペ
シャル 火車

30 松本清張 けものみち #2

20 ★やすらぎの郷
#37 #38 #39

10 はぐれ刑事純情派
（1988） #22

10 はぐれ刑事純情派
（1989） #12

10 はぐれ刑事純情派
（1989） #13

00 ★[字]韓国ドラマ
「記憶〜愛する人へ〜」 #8

00 ★[字]韓国ドラマ
「記憶〜愛する人へ〜」 #10

00 [字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #9

00 [字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #11

00 [字]韓国ドラマ
「キャリアを引く女～キャリーバッグ
いっぱいの恋～」 #10

10 ★[字]韓国ドラマ
「記憶〜愛する人へ〜」 #9

10 ★[字]韓国ドラマ
「記憶〜愛する人へ〜」 #11

10 [字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #10

10 [字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #12

10 [字]韓国ドラマ
「キャリアを引く女～キャリーバッグ
いっぱいの恋～」 #11

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！！

00 手裏剣戦隊ニンニンジャー
#32

00 手裏剣戦隊ニンニンジャー
#33

00 宇宙戦隊キュウレンジャー
#33

00 宇宙戦隊キュウレンジャー
#34

30 ★仮面ライダーW #34

30 ★仮面ライダーW #35

30 仮面ライダーエグゼイド #33 30 仮面ライダーエグゼイド #34

00 クレヨンしんちゃんTVスペシャル
SP57「ボク野原シロのすけです」
（2007/4/27放送）
SP58「かき氷がキーンだゾ」ほか
（2007/8/3放送）

8
00 相棒Season8 #4
「錯覚の殺人」

00 ★仮面ライダービルド

00 快盗戦隊ルパンレンジャーVS
警察戦隊パトレンジャー
#1
#2
#3
#4

00 ＜一挙放送＞
Lostorage conflated
WIXOSS
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12[終]

30 ★フレッシュプリキュア！ #33 30 ★フレッシュプリキュア！ #34 30 日常 #16

00 ＜集中放送＞
やすらぎの郷
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21

00 ドラえもん #310

00 ドラえもん #344

00 ドラえもん #356

30 ドラえもん #100

30 ドラえもん #375

30 ドラえもん #311

30 ドラえもん #345

30 ドラえもん #357

00 クレヨンしんちゃん #526

00 クレヨンしんちゃん #630

00 クレヨンしんちゃん #690

00 ★クレヨンしんちゃん #885

30 クレヨンしんちゃん #527

30 クレヨンしんちゃん #631

30 クレヨンしんちゃん #691

30 エリアの騎士 #24

00 ★東京お笑いライブマニア
00 ドラえもん #399
「真空ジェシカ 単独ライブ～犬の
整形の立会い～」後編
30 ドラえもん #400
00 ★くりぃむナンチャラ #154

00 クレヨンしんちゃん #706

30 ★おにぎりあたためますか
#566

30 クレヨンしんちゃん #707

00 仮面ライダーW #33

00 ★GTO #36

00 [終]BORDER 警視庁捜査 00 ★オスカル！はなきんリサーチ 00 ★さまぁ～ず×さまぁ～ず
#520
#65
一課殺人犯捜査第4係 #9

30 仮面ライダーW #34

30 ★GTO #37

00 ドクターX～外科医・大門未
知子～（2012）
#7

00 ドクターX～外科医・大門未
知子～（2013）
#7

00 ドクターX～外科医・大門未
知子～（2013）
#8

00 ★AKB48チーム8のあんた、
ロケロケ！ #35

00 ユーリ!!! on ICE #5

00 日常 #15

00 氷菓 #11

00 ★鋼の錬金術師 #5

30 ユーリ!!! on ICE #6

30 日常 #16

30 氷菓 #12

30 ★鋼の錬金術師 #6

00 ★乃木坂46佐藤楓の世界
バドミントンが46倍楽しくなるTV
【推】

00 日常 #25

00 GTO #31

00 [終]Lostorage incited
WIXOSS #12

00 Lostorage conflated
WIXOSS #7

30 [終]日常 #26

30 GTO #32

30 [新]鋼の錬金術師 #1

30 Lostorage conflated
WIXOSS #8

30 ★でんぱの神神 #195

00 さまぁ～ず×さまぁ～ず
#497

00 イッテンモノ #32

00 別冊ももクロChan #180

00 上田ちゃんネル #278

00 [字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #8

00 ＜夜の集中放送＞
日常 #7

00 ＜夜の集中放送＞
日常 #11

30 ＜夜の集中放送＞
日常 #4

30 ＜夜の集中放送＞
日常 #8

30 ＜夜の集中放送＞
日常 #12

00 ＜夜の集中放送＞
日常 #5

00 ＜夜の集中放送＞
日常 #9

00 ＜夜の集中放送＞
日常 #13

30 ＜夜の集中放送＞
日常 #6

30 ＜夜の集中放送＞
日常 #10

30 ＜夜の集中放送＞
日常 #14

7月23日(月)

7月24日(火)

30 ★イッテンモノ #33

7月25日(水)

30 クレヨンしんちゃん #838

30 ゲキレア珍百景 #90

30 ★サイサイてれび！おちゃの間 30 おにぎりあたためますか #564
サイサイ #64
00 さまぁ～ず×さまぁ～ず
#504

15

16

30 おにぎりあたためますか #253 30 東京お笑いライブマニア
「真空ジェシカ 単独ライブ～犬の
00 ★別冊ももクロChan #182 00 BORDER 警視庁捜査一課 整形の立会い～」前編
殺人犯捜査第4係 #7
30 HKT48の「ほかみな」～その
ほかのみなさん～ #33
00 [字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #10

10 [字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #9

10 [字]韓国ドラマ
「君の声が聞こえる」 #11

20 CSテレ朝ナビ！！

20 CSテレ朝ナビ！！

20

21

22

00 ★夜の巷を徘徊する #153

30 [終]新・京都迷宮案内
（2008） #8 最終回SP
00 [終]遺留捜査（2011）
#11

14

00 クレヨンしんちゃん #837

00 サイサイてれび！おちゃの間サ 00 おにぎりあたためますか #250
イサイ #14

30 さまぁ～ず×さまぁ～ず
#503

00 ＜夜の集中放送＞
日常 #3

13

19

30 日常 #11

30 サイサイてれび！おちゃの間サ 30 オスカル！はなきんリサーチ
イサイ #56
#64

12

50 CSテレ朝ナビ！！

00 日常 #10

00 ドクターX～外科医・大門未
知子～（2012）
#6

11

00 ドラえもん #1

30 手裏剣戦隊ニンニンジャー
#34

50 CSテレ朝ナビ！！

10

18

00 手裏剣戦隊ニンニンジャー
#33

00 相棒Season13 #2
「14歳」

9

17
50 ドラえもんTVスペシャル
SP13「のび太の小さな小さな大
冒険」ほか（2007/12/31放
送）

00 ドラえもん #374

00 科捜研の女（20152016）
正月SP

00 松本清張 けものみち #5

00 相棒Season8 #3
「ミス・グリーンの秘密」

00 ドラえもん #99

00 科捜研の女（20152016） #7

7

30 GTO #15

#31
30 おかしな刑事8
居眠り刑事とエリート警視の父娘 #32
#33
捜査
#34

10 はぐれ刑事純情派
（1988） #21

30 ★ハピネスチャージプリキュ
ア！ #39

00 松本清張 けものみち #4

30 松本清張 けものみち #3

10 はぐれ刑事純情派
（1988） #20

30 ★ハピネスチャージプリキュ
ア！ #38

6

23

24

25

26

00 [新]奪い愛、冬 #1
30 日常 #21

7月26日(木)

7月27日(金)

30 日常 #22

7月28日(土)

20 CSテレ朝ナビ！！

30 日常 #23

7月29日(日)

27

【CSテレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ】 2018年8月第1週
7月30日(月)

4

7月31日(火)

00 新・京都迷宮案内
（2008） #6

00 新・京都迷宮案内
（2008） #7

50 [字]韓国ドラマ
「ウチに住むオトコ」 #12

50 [字]韓国ドラマ
「ウチに住むオトコ」 #13

8月1日(水)

8月2日(木)

8月3日(金)

8月4日(土)

（6/25付Ver.10）

8月5日(日)
4

5

6

7

8

9

5
00 手裏剣戦隊ニンニンジャー
#8

00 手裏剣戦隊ニンニンジャー
#9

30 仮面ライダーW #8

30 仮面ライダーW #9

00 クレヨンしんちゃん #527

00 クレヨンしんちゃん #528

30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #235

30 藤子・Ｆ・不二雄ワールド
「ドラえもん」 #236

00 ハピネスチャージプリキュア！
#8

00 ハピネスチャージプリキュア！
#9

30 相棒Season10 #7
「すみれ色の研究」

30 相棒Season10 #8
「フォーカス」

30 [新]科捜研の女（20152016） #1 初回SP

30 科捜研の女（20152016） #3

6

7

8

9

10

30 再捜査刑事・片岡悠介9

10

11

20 科捜研の女（20152016） #2

死を呼ぶプロポーズ～結婚詐欺連続
殺人！美人容疑者が刑事をナンパ!?
マフラーを絶対外さない女の謎をＸ線
と野沢菜が解く!!

11

12

20 ★やすらぎの郷
#40 #41 #42

20 ★やすらぎの郷
#43 #44 #45

10 はぐれ刑事純情派
（1988） #23

10 はぐれ刑事純情派
（1988） #24

00 ★[字]韓国ドラマ
「記憶〜愛する人へ〜」 #12

00 ★[字]韓国ドラマ
「記憶〜愛する人へ〜」 #14

10 ★[字]韓国ドラマ
「記憶〜愛する人へ〜」 #13

10 ★[字]韓国ドラマ
「記憶〜愛する人へ〜」 #15

20 CSテレ朝ナビ！！

20 CSテレ朝ナビ！！

00 手裏剣戦隊ニンニンジャー
#34

00 手裏剣戦隊ニンニンジャー
#35

30 ★仮面ライダーW #36

30 ★仮面ライダーW #37

00 ドラえもん #101

00 ドラえもん #376

30 ドラえもん #102

30 ドラえもん #377

00 クレヨンしんちゃん #528

00 クレヨンしんちゃん #632

30 クレヨンしんちゃん #529

30 クレヨンしんちゃん #633

00 科捜研の女（20152016） #9

00 科捜研の女（20152016） #10

00 相棒Season13 #3
「許されざる者」

00 相棒Season13 #4
「第三の女」

00 [終]ドクターX～外科医・大
門未知子～（2012）
#8 最終回SP

00 [新]ドクターX～外科医・大
門未知子～（2013）
#1 初回SP

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

30 ★ハピネスチャージプリキュ
ア！ #40

00 ユーリ!!! on ICE #7

23

24

25

26

27

30 ユーリ!!! on ICE #8

12

13

14

15

16

30 ★ハピネスチャージプリキュ
ア！ #41

17

18

19

20

21

22

10 日常 #17

23

35 日常 #18

00 [新]Lostorage incited
WIXOSS #1

00 GTO #33

30 Lostorage incited
WIXOSS #2

30 GTO #34

00 さまぁ～ず×さまぁ～ず
#498

00 イッテンモノ #33

24

25

30 サイサイてれび！おちゃの間サ 30 オスカル！はなきんリサーチ
イサイ #57
#65
00 ＜夜の集中放送＞
日常 #15

00 ＜夜の集中放送＞
日常 #19

30 ＜夜の集中放送＞
日常 #16

30 ＜夜の集中放送＞
日常 #20

00 ＜夜の集中放送＞
日常 #17

00 ＜夜の集中放送＞
日常 #21

30 ＜夜の集中放送＞
日常 #18

30 ＜夜の集中放送＞
日常 #22

7月30日(月)

7月31日(火)

26

27
8月1日(水)

8月2日(木)

8月3日(金)

8月4日(土)

8月5日(日)

