
(5/17 ver.18)

　●編成は急遽変更される場合がございます。随時ご確認をお願いいたします。

5月1日(月) 5月2日(火) 5月3日(水) 5月4日(木) 5月5日(金) 5月6日(土) 5月7日(日)

55 The Taiso #12

00 フィギュアレジェンドプログラム▽アレクサンドラ・

トゥルソワ（グランプリファイナル2019）

30 フィギュアレジェンドプログラム▽エフゲニア・メド

ベージェワ（グランプリシリーズ2015アメリカ大会）

30 フィギュアレジェンドプログラム▽トゥクタミシェワ

（グランプリシリーズ2020ロシア大会）

00 フィギュアレジェンドプログラム▽デイビス＆ホワイ

ト（世界フィギュアスケート国別対抗戦2012）

00 フィギュアレジェンドプログラム▽新星（本郷理

華）

30 フィギュアレジェンドプログラム▽パパダキス&シゼ

ロン（グランプリファイナル2019）

00 フィギュアレジェンドプログラム▽紀平梨花（世

界フィギュア国別対抗戦2019）

30 フィギュアレジェンドプログラム▽エリザベータ・トゥ

クタミシェワ（グランプリシリーズ2011フランス大

会）

30 ぶらぶら町中華 #2 [スカパー！無料除外]

5月1日(月) 5月2日(火) 5月3日(水) 5月4日(木) 5月5日(金) 5月6日(土) 5月7日(日)

45 ぶらぶら町中華 #3

[スカパー！無料除外]

00 女流雀士プロアマNo.1決定戦

てんパイクイーン シーズン7

女流プロ準決勝2組目

【対局者】安藤りな・日向藍子・伊達朱里紗・丸山奏

子

00 女流雀士プロアマNo.1決定戦

てんパイクイーン シーズン7

女流アマ準決勝

【対局者】水崎綾女・松本圭世・阿部暁燿子・板野

成美

00 麻雀最強戦2022

女流最強スター決戦

【決勝卓】

30 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト BUSHI編

00 たまゆら喫茶

#7-11

15 ★ヤングライオン三番勝負いよいよ開幕！

ワールドプロレスリングLIVE2023

レスリングどんたく 2023

＜生中継＞

※延長の場合あり

30 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト タイガーマスク編

00 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト 棚橋弘至編

00 麻雀最強戦2022

女流最強スター決戦

【A卓】高宮まり・伊達朱里紗・日向藍子・瑞原明奈

25 ショッピング情報

30 人生の楽園 #866

00 世界の車窓から 厳選ルート アジア編▽マレー

半島縦断の旅②マレーシア・シンガポール

30 [新]警視庁失踪人捜査課

#1-4

00 ファンタジー・オン・アイス2022 完全版 幕張公

演

最終日

15 フィギュアレジェンドプログラム▽ジェームス＆シプ

レ（世界フィギュア国別対抗戦2017）

30 ファンタジー・オン・アイス2022 完全版 名古屋

公演

初日

15 フィギュアレジェンドプログラム▽ビンセント・ジョウ

（世界フィギュア国別対抗戦2019）

45 フィギュアレジェンドプログラム▽ネイサン・チェン

（グランプリシリーズ2020アメリカ大会）

00 ファンタジー・オン・アイス2022 完全版 名古屋

公演

2日目

30 ファンタジー・オン・アイス2022 完全版 名古屋

公演

最終日

45 フィギュアレジェンドプログラム▽ライサチェック

（世界フィギュア国別対抗戦2009）

00 ファンタジー・オン・アイス2022 完全版 静岡公

演

初日

20 ファンタジー・オン・アイス2022 完全版 静岡公

演

2日目

 （～引き続き）

麻雀最強戦2022

著名人最強決戦

【A卓】

本郷奏多・森川ジョージ・片山まさゆき・福本伸行

【B卓】

香川愛生・大村朋宏・加藤哲郎・瀬川瑛子

【決勝卓】

00 世界の車窓から 厳選ルート アジア編▽ベトナム

南国の大地と海に出会う旅

00 羽生結弦シーズンフォトムービー

50 ★フランスラグビーリーグTOP14(22/23)

第24節 クレルモン×スタッド・フランセ

presented byヒト・コミュニケーションズ

＜生中継＞

00 麻雀最強戦2022

女流最強スター決戦

【B卓】丸山奏子・茅森早香・岡田紗佳・二階堂亜

樹

30 ★人生の楽園 #1116

00 [終]原作:池井戸潤

民王

#8

40 世界の車窓から 厳選ルート アジア編▽タイ縦

断とバンコク名物列車の旅

00 羽生結弦プログラムコンサート

～Music with Wings～

30 世界の車窓から 厳選ルート アジア編▽マレー

半島縦断の旅①タイ南部

00 水曜どうでしょうClassic #52

30 美味しんぼ #38

30 世界の車窓から 厳選ルート アジア編▽秋の中

央アジア シルクロードを辿る旅

00 ファンタジー・オン・アイス2022 完全版 幕張公

演

初日

15 フィギュアレジェンドプログラム▽カミラ・ワリエワ

（ジュニアグランプリファイナル2019）

30 ファンタジー・オン・アイス2022 完全版 幕張公

演

2日目

40 フィギュアレジェンドプログラム▽佐藤駿（ジュニ

アグランプリファイナル2019）

15 フィギュアレジェンドプログラム▽ネイサン・チェン

（グランプリファイナル2017）

45 フィギュアレジェンドプログラム▽坂本花織（世

界フィギュア国別対抗戦2019）

00 たまゆら喫茶

#1-6

30 [終]黒革の手帖 ＜2004年版＞

#5-7

00 ★世界フィギュアスケート国別対抗戦2023

ペアショート

アイスダンスフリー

女子フリー

00 ★世界フィギュアスケート国別対抗戦2023

アイスダンスリズム

女子ショート

男子ショート

24

22

00 [新]トリック（2002）

#1-3

23

30 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト タイガーマスク編

00 水曜どうでしょうClassic #50

30 美味しんぼ #35

00 原作:池井戸潤

民王

#2-4

30 女流雀士プロアマNo.1決定戦

てんパイクイーン シーズン7

女流プロ予選1組目

【対局者】岡田紗佳・都美・東城りお・高宮まり

30 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト ジュース・ロビンソン編

30 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト 小島聡編

30 美味しんぼ #37

30 女流雀士プロアマNo.1決定戦

てんパイクイーン シーズン7

女流プロ予選3組目

【対局者】日向藍子・宮内こずえ・和泉由希子・伊達

朱里紗

30 女流雀士プロアマNo.1決定戦

てんパイクイーン シーズン7

女流プロ予選4組目

【対局者】丸山奏子・黒沢咲・安藤りな・川原舞子

14

19 19

20

27 27

26 26

30 女流雀士プロアマNo.1決定戦

てんパイクイーン シーズン7

女流プロ準決勝1組目

【対局者】東城りお・岡田紗佳・山脇千文美・中田花

奈

30 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト 金丸義信編

21

22

25 25

00 原作:池井戸潤

民王

#5-7

30 女流雀士プロアマNo.1決定戦

てんパイクイーン シーズン7

女流プロ予選2組目

【対局者】中田花奈・二階堂亜樹・山脇千文美・水

口美香

00 水曜どうでしょうClassic #53

30 美味しんぼ #39

00 女流雀士プロアマNo.1決定戦

てんパイクイーン シーズン7

女流アマ予選1組目

【対局者】日野麻衣・松本圭世・植田佳奈・阿部暁

燿子

00 女流雀士プロアマNo.1決定戦

てんパイクイーン シーズン7

女流アマ予選2組目

【対局者】板野成美・小田あさ美・水崎綾女・及川奈

央

24 美味しんぼ #41

00 水曜どうでしょうClassic #54

21

00 水曜どうでしょうClassic #51

30 世界の車窓から 厳選ルート アジア編▽マレー

半島縦断の旅②マレーシア・シンガポール

18

15 フィギュアレジェンドプログラム▽ユリア・リプニツカ

ヤ（グランプリファイナル2013）

45 フィギュアレジェンドプログラム▽エリザベータ・トゥ

クタミシェワ（グランプリシリーズ2014中国大会）

40 ファンタジー・オン・アイス2022 完全版 静岡公

演

最終日

10 フィギュアレジェンドプログラム▽金博洋（グラン

プリシリーズ2020中国大会）

55 フィギュアレジェンドプログラム▽マライア・ベル

（グランプリシリーズ2020アメリカ大会）

30 世界の車窓から 厳選ルート アジア編▽インドネ

シア ジャワ島 古代遺跡への旅

00 世界の車窓から 厳選ルート アジア編▽インドネ

シア 赤道直下 スマトラ島の旅

30 警視庁失踪人捜査課

#5-8

00 世界の車窓から 厳選ルート アジア編▽北イン

ド 急行列車と山岳鉄道の旅

30 世界の車窓から 厳選ルート アジア編▽インド

砂漠の大地 ラジャスタン州の旅

00 ★トリック新作スペシャル2（2010） 00 ★＜独占生中継＞

ONE N’ ONLY　“ONE N’ LIVE 2023 ～

Departure～”

※延長の場合あり

[スカパー！無料除外]

00 ★世界フィギュアスケート国別対抗戦2023

ペアフリー

男子フリー

表彰式

[スカパー！無料除外]

45 フィギュアレジェンドプログラム▽鈴木明子（世界

フィギュア国別対抗戦2012）

45 フィギュアレジェンドプログラム▽髙橋大輔（世

界フィギュア国別対抗戦2013）

00 ★世界フィギュアスケート国別対抗戦2023

エキシビション

[スカパー！無料除外]

45 フィギュアレジェンドプログラム▽涙の優勝（無良

崇人）

15 フィギュアレジェンドプログラム▽エンターテイナー

（ペシャラ＆ブルザ）

【テレ朝チャンネル2】2023年5月第1週

5

4

8 8

7

4

7

6

5

00 麻雀最強戦2022

ザ・レジェンド

【B卓】灘麻太郎・前原雄大・井出洋介・新津潔

30 ★人生の楽園 #1114

00 麻雀最強戦2022

ザ・レジェンド

【決勝卓】

40 世界の車窓から 厳選ルート アジア編▽春の台

湾一周の旅

00 ★人生の楽園 #1115

6

00 麻雀最強戦2022

女流チャンピオン決戦

【A卓】魚谷侑未・逢川恵夢・内間祐海・藤川まゆ

30 麻雀最強戦2022

女流プロ最強新世代

【A卓】後藤咲・鳥井ゆう・高津柚那・蒼井ゆりか

 【B卓】西城凛・杉浦まゆ・御崎千結・辻百華

【決勝卓】

99

1111

30 ★人生の楽園 #1113

00 [新]TEAM -警視庁特別犯罪捜査本部-

#1

18

00 世界の車窓から 厳選ルート アジア編▽春の台

湾一周の旅

30 世界の車窓から 厳選ルート アジア編▽タイ縦

断とバンコク名物列車の旅

23

12

10

24

12

00 世界の車窓から 厳選ルート アジア編▽ベトナム

南国の大地と海に出会う旅

30 世界の車窓から 厳選ルート アジア編▽マレー

半島縦断の旅①タイ南部

30 [新]黒革の手帖 ＜2004年版＞

#1-4

00 麻雀最強戦2022

ザ・レジェンド

【A卓】森山茂和 荒正義 伊藤優孝 沢崎誠

20

17

10

17

13

16

15 15

13

16

14 30 フィギュアスケート フォト＆ムービー羽生結弦編

～北京五輪から新しいスタートへ～

[スカパー！無料除外]



(5/17 ver.18)

　●編成は急遽変更される場合がございます。随時ご確認をお願いいたします。

5月8日(月) 5月9日(火) 5月10日(水) 5月11日(木) 5月12日(金) 5月13日(土) 5月14日(日)

55 The Taiso #1 55 The Taiso #2 55 The Taiso #3 55 The Taiso #5 55 The Taiso #6

55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS

54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS

5月8日(月) 5月9日(火) 5月10日(水) 5月11日(木) 5月12日(金) 5月13日(土) 5月14日(日)

30 ショッピング情報

00 ★テレメンタリー2023

（4月1日放送分）

00 人生の楽園 #1074

25 ショッピング情報

00 麻雀最強戦2022

タイトルホルダー頂上決戦

【B卓】奈良圭純・渡辺史哉・仲林圭・河野高志

10 TEAM -警視庁特別犯罪捜査本部-

#2

00 ショッピング情報

30 おかずのクッキング #551

00 ショッピング情報

30 ぶらぶら町中華 #61

00 ぶらぶら町中華 #62

12

00 おかしな刑事

叩き上げ刑事とキャリア警視の父娘が挑む連続

殺人！伊勢志摩の真珠に秘められた謎の連鎖

6 6

【テレ朝チャンネル2】2023年5月第2週

4 4

5 5

00 麻雀最強戦2022

女流チャンピオン決戦

【B卓】宮内こずえ・一瀬由梨・菅原千瑛・東城り

お

00 人生の楽園 #1070

25 ショッピング情報

00 麻雀最強戦2022

女流チャンピオン決戦

【決勝卓】

00 人生の楽園 #1071

25 ショッピング情報

00 麻雀最強戦2022

ミスター麻雀カップ

【A卓】萩原聖人・黒沢咲・本田朋広・鈴木達也

00 人生の楽園 #1072

25 ショッピング情報

00 麻雀最強戦2022

ミスター麻雀カップ

【決勝卓】

00 人生の楽園 #1073

25 ショッピング情報

00 麻雀最強戦2022

ミスター麻雀カップ

【B卓】二階堂瑠美・滝沢和典・古橋崇志・望月

雅継

30 ショッピング情報

00 麻雀最強戦2022

タイトルホルダー頂上決戦

【A卓】佐々木寿人・渋川難波・鈴木優・小林剛

00 たまゆら喫茶 #1・2

00 麻雀最強戦2022

タイトルホルダー頂上決戦

【決勝卓】

7 7

8 8

9 9

00 [新]黒革の手帖 ＜2004年版＞

#1-4

00 [新]臨場 続章

#1-4

10 10

00 臨場 続章

#5-8

30 ショッピング情報

00 ★【クレヨンしんちゃん一挙放送】

#502-507

00 黒革の手帖 ＜2004年版＞

#5-7

30 世界の車窓から 厳選ルート アジア編▽イン

ドネシア ジャワ島 古代遺跡への旅

00 [終]臨場 続章

#9-11

00 世界の車窓から 厳選ルート アジア編▽イン

ドネシア 赤道直下 スマトラ島の旅

▽秋の中央アジア シルクロードを辿る旅

00 たまゆら喫茶 #1

15 ワールドプロレスリング完全版 #207 THE

NEW BEGINNING in SAPPORO

（2023年2月5日 北海道・北海道立総合体

育センター 北海きたえーる）

11 11

12

21

00 水曜どうでしょうClassic #55

00 おかしな刑事

居眠り刑事とエリート女警視が、高級エステに父

娘潜入捜査！美人モデル殺人・伊香保温泉に

金と愛欲の罠！

30 [終]ゴンゾウ～伝説の刑事

#8-10

00 おかしな刑事

居眠り刑事とエリート女警視 新潟十日町着物

ショーに父娘潜入捜査！狙われた舞台上の時

限発射トリック！

13 13

00 100の資格を持つ女

夫殺しの容疑者は新妻！？政略結婚の果てに

は連続殺人の罠！美人社長の封印された衝撃

の過去

00 100の資格を持つ女

風薫る水郷・老舗の醤油蔵に呪いの連続殺

人！！美人妻を追い詰める不倫夫と鬼姑の愛

憎…完全すぎるアリバイの謎！

00 100の資格を持つ女

特命潜入！ウエディングプランナー連続殺人事

件！！情念の花嫁衣装と偽装殺人の謎…容

疑者はバツイチ刑事の妻と娘！？

00 ★世界バドミントン 国別対抗戦2023 ス

ディルマンカップ

グループリーグ第1日

※延長の場合あり

[スカパー！無料開放]

00 100の資格を持つ女

信州の老舗蕎麦屋に潜入捜査！シングルマ

ザーに警官殺し疑惑！！美女の涙に秘められた

驚愕の真実

00 麻雀最強戦2022

ザ・レジェンド

【決勝卓】

14 14

15 15

00 おかしな刑事

居眠り刑事とエリート女警視の父娘捜査対決！

飛騨高山～郡上八幡殺人ルート・つぶれたタバ

コが暴いた殺意

00 麻雀最強戦2022

タイトルホルダー頂上決戦

【B卓】奈良圭純・渡辺史哉・仲林圭・河野高志

00 おかしな刑事

居眠り刑事とエリート女警視 父と娘の名推

理！！海面2メートル！時間差殺人の謎 赤水

門と西伊豆堂ヶ島の殺意

00 ぶらぶら町中華 #46

00 ぶらぶら町中華 #49

30 ぶらぶら町中華 #50

00 たまゆら喫茶

#3・4

30 美味しんぼ #47

00 水曜どうでしょうClassic #59

22 22

00 水曜どうでしょうClassic #60

24 美味しんぼ #48

16 16

00 トリック 新作スペシャル（2005）

30 ぶらぶら町中華 #48

17 17

18 18

30 [終]警視庁失踪人捜査課

#9

20 [新]ゴンゾウ～伝説の刑事

#1-3

19 19

20 20

30 DOCTORS2 最強の名医

#2-5

00 [新]DOCTORS2 最強の名医

#1

50 ★フランスラグビーリーグTOP14(22/23)

第25節 ペルピニャン×トゥールーズ

presented byヒト・コミュニケーションズ

＜生中継＞

21

00 ワールドプロレスリング

オレの激闘！ベスト5

蝶野正洋編

30 ぶらぶら町中華 #50

25 ワールドプロレスリング完全版 #208 THE

NEW BEGINNING in OSAKA

（2023年2月11日 大阪・大阪府立体育会

館（エディオンアリーナ大阪））

00 おかしな刑事

居眠り刑事とエリート警視の父娘捜査 日光鬼

怒川明智伝説がつなぐ二つの転落死体！光秀

は生きていた？

00 麻雀最強戦2022

ザ・レジェンド

【A卓】森山茂和 荒正義 伊藤優孝 沢崎誠

00 麻雀最強戦2022

ザ・レジェンド

【B卓】灘麻太郎・前原雄大・井出洋介・新津潔

27

30 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト タイガーマスク編

00 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト 本間朋晃編

30 世界の車窓から 厳選ルート アジア編▽イン

ドネシア ジャワ島 古代遺跡への旅

30 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト 天山広吉編

00 ★世界バドミントン 国別対抗戦2023 ス

ディルマンカップ

グループリーグ第1日

※延長の場合あり

[スカパー！無料開放]

00 ぶらぶら町中華 #46

30 ぶらぶら町中華 #48

00 ぶらぶら町中華 #49

30 ゴンゾウ～伝説の刑事

#4-7

30 [終]DOCTORS2 最強の名医

#6-9

30 美味しんぼ #43

00 水曜どうでしょうClassic #56

30 美味しんぼ #44

00 水曜どうでしょうClassic #57

30 美味しんぼ #45

00 水曜どうでしょうClassic #58

30 美味しんぼ #46

23 23

24 24

00 トリック（2002）

#4-6

30 フランスラグビーリーグTOP14(22/23)

第24節 クレルモン×スタッド・フランセ

presented byヒト・コミュニケーションズ

＜録画＞

00 トリック（2002）

#7-9

30 女流雀士プロアマNo.1決定戦

てんパイクイーン シーズン7

決勝

【対局者】日當ひな・山脇千文美・日向藍子・松

本圭世

00 [終]トリック（2002）

#10・11

40 [新]特命係長 只野仁（2ndシーズン）

#1

30 【ドラえもん1987-1988年一挙放送】

のりものぐつ

タイムワープリール

たからさがしペーパー

ネムケスイトール

ターザンパンツ

アメダスペン

虫のしらせ ほか

00 特命係長 只野仁（2ndシーズン）

#2-4

30 【ドラえもん1998年一挙放送】

願いごと引きかえ機

猛獣ペット化手ぶくろ

自分だけ早回し時計

冗談マイク

サポーターチアホーン

天使のリング

マルネット ほか

00 女流雀士プロアマNo.1決定戦

てんパイクイーン シーズン8

女流プロ予選1組目

【対局者】武田雛歩・高宮まり・成海有紗・中田

花奈

25 25

26

00 ぶらぶら町中華 #53

30 女流雀士プロアマNo.1決定戦

てんパイクイーン シーズン8

女流プロ予選3組目

【対局者】丸山奏子・木下遥・二階堂亜樹・岡

田紗佳

30 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト ジュース・ロビンソン編

00 女流雀士プロアマNo.1決定戦

てんパイクイーン シーズン8

女流プロ予選2組目

【対局者】二階堂瑠美・伊達朱里紗・安藤りな・

都美

30 ぶらぶら町中華 #55

26

27
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5月15日(月) 5月16日(火) 5月17日(水) 5月18日(木) 5月19日(金) 5月20日(土) 5月21日(日)

55 The Taiso #7 55 The Taiso #9 55 The Taiso #10

55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS

5月15日(月) 5月16日(火) 5月17日(水) 5月18日(木) 5月19日(金) 5月20日(土) 5月21日(日)

10 世界の車窓から 厳選ルート アジア編▽ベト

ナム 南国の大地と海に出会う旅

30 ショッピング情報

00 ★世界バドミントン 国別対抗戦2023 ス

ディルマンカップ

準決勝

＜生中継＞

※延長の場合あり

00 ぶらぶら町中華 #53

00 ぶらぶら町中華 #59

30 ぶらぶら町中華 #60

00 ぶらぶら町中華 #61

30 ぶらぶら町中華 #62

30 ぶらぶら町中華 #66

00 ぶらぶら町中華 #46

30 ぶらぶら町中華 #48

00 ぶらぶら町中華 #53

30 ぶらぶら町中華 #55

00 ぶらぶら町中華 #56

00 ぶらぶら町中華 #59

30 ぶらぶら町中華 #60

00 ぶらぶら町中華 #61

30 ぶらぶら町中華 #62

00 ★世界バドミントン 国別対抗戦2023 ス

ディルマンカップ

準決勝

＜生中継＞

※延長の場合あり

30 ぶらぶら町中華 #55

00 ぶらぶら町中華 #56

30 ぶらぶら町中華 #57

00 ★世界バドミントン 国別対抗戦2023 ス

ディルマンカップ

準々決勝

＜生中継＞

※延長の場合あり

00 ぶらぶら町中華 #63

30 ぶらぶら町中華 #64

00 ぶらぶら町中華 #65

30 ぶらぶら町中華 #66

00 ★世界バドミントン 国別対抗戦2023 ス

ディルマンカップ

グループリーグ第4日

※延長の場合あり

00 ぶらぶら町中華 #46

30 ぶらぶら町中華 #48

00 ぶらぶら町中華 #49

30 ぶらぶら町中華 #50

00 ★世界バドミントン 国別対抗戦2023 ス

ディルマンカップ

グループリーグ最終日

※延長の場合あり

6 6

【テレ朝チャンネル2】2023年5月第3週

4 4

5 5

00 麻雀最強戦2022

タイトルホルダー頂上決戦

【決勝卓】

00 人生の楽園 #1075

25 ショッピング情報

00 麻雀最強戦2022

女流プロ令和の乱

【A卓】

中田花奈・内田みこ・豊後葵・和久津晶

30 ショッピング情報

00 麻雀最強戦2022

女流プロ令和の乱

【B卓】

中月裕子・川原舞子・仲田加南・清水香織

40 世界の車窓から 厳選ルート アジア編▽タイ

縦断とバンコク名物列車の旅

00 人生の楽園 #1077

25 ショッピング情報

00 麻雀最強戦2022

女流プロ令和の乱

【決勝卓】

00 人生の楽園 #1078

25 ショッピング情報

00 麻雀最強戦2022

男子プロ王者の帰還

【A卓】藤崎智・石橋伸洋・鈴木大介・土田浩翔

30 ショッピング情報

00 昭和・平成 鉄道の時代

ブルートレイン特集②

よみがえる鉄道風景①

00 TEAM -警視庁特別犯罪捜査本部-

#4・5

00 麻雀最強戦2022

男子プロ王者の帰還

【B卓】醍醐大・金太賢・長村大・前田直哉

7 7

8 8

9 9

00 渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送vol7「限

られた空間を大きく使う家」

#1391・#1389・#1365・#1373・

#1398・#1400・#1404・#1406・

#1405・#1411

00 渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送vol8「外

部空間を一体化する家」

#1392・#1380・#1397・#1402・

#1407・#1410・#1415・#1425・

#1452・#1462

10 10

00 ★【クレヨンしんちゃん一挙放送】

#508-513

00 たまゆら喫茶

#5-8

00 渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送vol9「料

理が楽しくなる家」

#1348・#1362・#1363・#1371・

#1377・#1376・#1383・#1412・

#1426・#1432

00 渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送vol10

「個性的空間を内包する家」

#1361・#1366・#1372・#1403・

#1408・#1416・#1417・#1418・

#1422・#1446

00 ショッピング情報

30 おかずのクッキング #552

00 ショッピング情報

30 ぶらぶら町中華 #53

00 ぶらぶら町中華 #55

30 ショッピング情報

00 ★テレメンタリー2023

（4月8日放送分）

30 ショッピング情報

00 渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送vol6「景

色が“ご馳走”になる家」♯1386、♯1384、

♯1387、♯1394、♯1368、♯1367、♯

1378、♯1414、♯1423、♯1468

11 11

12 12

00 ★世界バドミントン 国別対抗戦2023 ス

ディルマンカップ

グループリーグ第2日

※延長の場合あり

[スカパー！無料開放]

00 ★世界バドミントン 国別対抗戦2023 ス

ディルマンカップ

グループリーグ第3日

※延長の場合あり

00 ★世界バドミントン 国別対抗戦2023 ス

ディルマンカップ

グループリーグ第4日

※延長の場合あり

13 13

14 14

15 15

00 ★世界バドミントン 国別対抗戦2023 ス

ディルマンカップ

グループリーグ最終日

※延長の場合あり

00 ★世界バドミントン 国別対抗戦2023 ス

ディルマンカップ

準々決勝

＜生中継＞

※延長の場合あり

00 ワールドプロレスリング完全版 #202 バー

ニング・スピリット

（2022年9月25日 兵庫・神戸ワールド記念

ホール）

00 ★世界バドミントン 国別対抗戦2023 ス

ディルマンカップ

決勝

＜生中継＞

※延長の場合あり

16 16

17 17

18 18

00 ぶらぶら町中華 #53

30 ぶらぶら町中華 #55

00 ぶらぶら町中華 #56

30 ぶらぶら町中華 #57

00 ★世界バドミントン 国別対抗戦2023 ス

ディルマンカップ

グループリーグ第2日

※延長の場合あり

[スカパー！無料開放]

00 ぶらぶら町中華 #59

30 ぶらぶら町中華 #60

00 ぶらぶら町中華 #61

30 ぶらぶら町中華 #62

00 ★世界バドミントン 国別対抗戦2023 ス

ディルマンカップ

グループリーグ第3日

※延長の場合あり

19 19

20 20

21 2130 ぶらぶら町中華 #64

22 22

00 ぶらぶら町中華 #65

30 ぶらぶら町中華 #66

00 ぶらぶら町中華 #61

30 ぶらぶら町中華 #62

00 ぶらぶら町中華 #63

23 23

24 24

00 ぶらぶら町中華 #56

30 ぶらぶら町中華 #57

00 ぶらぶら町中華 #59

30 ぶらぶら町中華 #60

00 ぶらぶら町中華 #63

30 ぶらぶら町中華 #64

00 ぶらぶら町中華 #65

30 ぶらぶら町中華 #66

00 ぶらぶら町中華 #49

30 ぶらぶら町中華 #50

00 ぶらぶら町中華 #53

30 ぶらぶら町中華 #55 30 ぶらぶら町中華 #57

00 女流雀士プロアマNo.1決定戦

てんパイクイーン シーズン8

女流プロ予選4組目

【対局者】東城りお・杉浦まゆ・宮内こずえ・日向

藍子

25 25

00 ぶらぶら町中華 #4900 ぶらぶら町中華 #63

00 ぶらぶら町中華 #65

26 26

27 27

00 ぶらぶら町中華 #61

30 ぶらぶら町中華 #62

00 ワールドプロレスリング

オレの激闘！ベスト5 藤原喜明編

00 ぶらぶら町中華 #46

30 ぶらぶら町中華 #48

00 ワールドプロレスリング

オレの激闘！ベスト5 武藤敬司編

30 ぶらぶら町中華 #64

00 ワールドプロレスリング

オレの激闘！ベスト5 大仁田厚編

00 ワールドプロレスリング

オレの激闘！ベスト5 小林邦昭編

30 ぶらぶら町中華 #60

00 ぶらぶら町中華 #56

30 ぶらぶら町中華 #57

00 ワールドプロレスリング

オレの激闘！ベスト5 越中詩郎編

30 ぶらぶら町中華 #50

00 ぶらぶら町中華 #59

00 ワールドプロレスリング

オレの激闘！ベスト5 前田日明編

00 ワールドプロレスリング

オレの激闘！ベスト5 天龍源一郎編
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5月22日(月) 5月23日(火) 5月24日(水) 5月25日(木) 5月26日(金) 5月27日(土) 5月28日(日)

55 The Taiso #1 55 The Taiso #2 55 The Taiso #3 55 The Taiso #4 55 The Taiso #5 55 The Taiso #6

55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS

54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS

15 フィギュアレジェンドプログラム▽新星（村上佳菜子）

45 フィギュアレジェンドプログラム▽GPファイナル連覇（羽

生結弦）

15 フィギュアレジェンドプログラム▽極北（町田樹）

55 ★しろくまのいる生活 #1・2 55 ★しろくまのいる生活 #3・4 55 ★しろくまのいる生活 #5・6 55 ★しろくまのいる生活 #7・8 55 ★しろくまのいる生活 #9・10

40 たまゆら喫茶 #11

55 テレ朝チャンネルからのお知らせ 55 ★フランスラグビーリーグTOP14(22/23)第

26節＜生中継＞（～6:30まで）

5月22日(月) 5月23日(火) 5月24日(水) 5月25日(木) 5月26日(金) 5月27日(土) 5月28日(日)

00 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト ジュース・ロビンソン編

30 ぶらぶら町中華 #42・43

7 7

8 8

9

00 フィギュアレジェンドプログラム▽アクロバティック（エラ

ジ・バルデ/ショーン・ソーヤー）

30 フィギュアレジェンドプログラム▽新星（アデリナ・ソトニ

コワ）

16

14

15

00 おかしな刑事

居眠り刑事とエリート警視の父娘捜査 東京タワー

は見ていた！消えた少女の秘密・血痕が描く謎の

ルート

00 麻雀最強戦2022

ミスター麻雀カップ

【A卓】萩原聖人・黒沢咲・本田朋広・鈴木達也

00 おかしな刑事

居眠り刑事とエリート警視の父娘捜査 花笠まつり

殺人事件・二つの死体と似顔絵の美女・山形かみ

のやま温泉～楽焼絵皿に謎

00 麻雀最強戦2022

ミスター麻雀カップ

【B卓】二階堂瑠美・滝沢和典・古橋崇志・望月雅

継

00 100の資格を持つ女

会津若松・老舗漆器店へ潜入捜査！美女の囁き

に嵌められた蒔絵職人！！結婚詐欺と御家騒動

に秘められた驚愕の真実！
11

12 12

00 おかしな刑事

居眠り刑事とエリート警視の父娘捜査 サクラソウ

は見ていた！死体に付いた花弁と、女流画家の美

しい罠

00 フィギュアレジェンドプログラム

▽涙の優勝（無良崇人）

▽新星（本郷理華）

▽エンターテイナー（ペシャラ＆ブルザ）

▽新星（グレイシー・ゴールド）

▽異次元(羽生結弦)

▽復帰（浅田真央）

▽驚異(金博洋)

▽圧巻 (エフゲニア・メドベデワ)

00 秘湯ロマン 一挙放送vol4

「混浴風呂がある宿」

#366

秋田県 乳頭温泉郷

#385

岩手県 須川高原温泉

#387

富山県 黒薙温泉

#390

宮城県 松島温泉

#416

栃木県 大丸温泉「大丸温泉旅館」

#422

岩手県 藤七温泉「彩雲荘」

#428

群馬県 法師温泉「長寿館」

#432

栃木県 高雄温泉「おおるり山荘」

#455

栃木県 奥鬼怒温泉郷「加仁湯」ほか

00 秘湯ロマン 一挙放送vol1

「渓流美の宿」

#417

栃木県 塩原元湯温泉「ゑびすや」

#429

群馬県 下仁田温泉「清流荘」

#437

新潟県の秘湯 貝掛温泉

#442

福島県 二岐温泉「大丸あすなろ荘」

#443

福島県 会津東山温泉「向瀧」

#450

静岡県 大滝温泉「天城荘」

#453

山梨県 甲府温泉「ホテル談露館」

#454

栃木県 塩の湯温泉「柏屋旅館」

#459

神奈川県 箱根湯本温泉「雉子亭 豊栄荘」ほか

00 秘湯ロマン 一挙放送vol2

「濁り湯のお風呂」

#319

岐阜県 飛騨高山温泉

#365

山形県 滑川温泉

#370

福島県 高湯温泉

#394

岐阜県 新穂高温泉「槍見館」

#396

群馬県 万座温泉「日進舘」

#423

岩手県 山の神温泉「優香苑」

#424

長野県 野沢温泉「旅館さかや」

#431

福島県 高湯温泉「安達屋」

#444

秋田県 露天風呂 水沢温泉 ほか

10

00 昭和・平成 鉄道の時代

第3セクター鉄道の誕生

私鉄特急特集

新型車両デビュー①

鉄道博物館特集①

00 人生の楽園 #1086

25 ショッピング情報

00 おかしな刑事

居眠り刑事とエリート警視の父娘捜査 女性弁護

士殺人・池袋23時～荒川水門24時、空白の60

分 彼女はなぜ、レンタルＤＶＤを一週間延滞した

のか？

10

00 秘湯ロマン 一挙放送vol5

「群馬県特集」

#222

群馬県 鳩ノ湯温泉

#310

群馬県 磯部温泉、猿ヶ京温泉

#395

群馬県 草津温泉「元湯 泉水館」

#405

群馬県 伊香保温泉「雨情の湯 森秋旅館」

#406

群馬県 沢渡温泉「まるほん旅館」

#418

群馬県 猿ヶ京温泉「旅籠屋丸一」

#419

群馬県 老神温泉「吟松亭あわしま」

#449

群馬県 金島温泉「富貴の湯」ほか

00 ショッピング情報

30 おかずのクッキング #553

00 ショッピング情報

00 たまゆら喫茶

#9-12

00 ★【クレヨンしんちゃん一挙放送】

#514-519

00 事件

私、夫を殺しました…妻はなぜ嘘の自白をした

か？ W不倫のワナ！使われなかった片道切符に

謎が

9

00 秘湯ロマン 一挙放送vol3

「歴史的建造物の宿」

#363

群馬県 四万温泉

#364

山形県 白布温泉

#367

秋田県 強首温泉

#414

福島県 甲子温泉「旅館 大黒屋」

#436

新潟県 松之山温泉「凌雲閣」

#441

長野県 崖の湯温泉「薬師平茜宿」

#447

長野県 渋温泉「金具屋」

#448

群馬県 御所平温泉「かくれの湯」ほか

30 ぶらぶら町中華 #53

00 ぶらぶら町中華 #55

30 ショッピング情報

00 ★テレメンタリー2023

（4月15日放送分）

30 ショッピング情報

11

00 ワールドプロレスリング完全版 #180 NEW

JAPAN CUP 2021決勝戦（2021/3/21 宮

城・ゼビオアリーナ仙台）

00 おかしな刑事

居眠り刑事とエリート警視の父娘捜査 鬼女の絵

馬がつなぐ二つの死体！商社連続殺人・創業家

一族と、美しきバレリーナの秘密

【テレ朝チャンネル2】2023年5月第4週

4 4

5 5

00 麻雀最強戦2022

男子プロ王者の帰還

【決勝卓】

00 人生の楽園 #1079

25 ショッピング情報

00 昭和・平成 鉄道の時代

東北・上越新幹線の変遷

よみがえる鉄道風景③

路面電車特集

東北・上越新幹線の発展

00 人生の楽園 #1084

25 ショッピング情報

00 昭和・平成 鉄道の時代

蒸気機関車の魅力①

上野駅物語

蒸気機関車の魅力②

ジョイフルトレインへの系譜

00 人生の楽園 #1085

25 ショッピング情報 25 ショッピング情報

00 昭和・平成 鉄道の時代

大宮工場特集(2)

新線の開通②

新線の開通③

碓氷峠鉄道文化むら①

00 TEAM -警視庁特別犯罪捜査本部-

#6

00 昭和・平成 鉄道の時代

鉄道博物館特集②

三陸鉄道の魅力

懐かしの車両①

30 人生の楽園 #1113

00 昭和・平成 鉄道の時代

さようなら「あさかぜ」「出雲」

新型車両デビュー②

蒸気機関車の魅力④

大宮工場特集(1)

00 人生の楽園 #1114

25 ショッピング情報6 6

00 黒澤明ドラマスペシャル

「生きる」（松本幸四郎主演、2007）

13

21

19

20

14

15

00 100の資格を持つ女

小江戸・川越の老舗レストランに潜入捜査！名店

の裏に隠された親族の崩壊と復讐！！小さな命を

奪った連続殺人事件の真相とは？

00 麻雀最強戦2022

ミスター麻雀カップ

【決勝卓】

00 たまゆら喫茶

#7・8

00 ★100の資格を持つ女

店長から板前まで全員が女性の居酒屋チェーンで

連続殺人事件！！ 嫉妬か？いじめか？復讐

か？その裏にある驚愕の実態を暴け！

00 麻雀最強戦2022

女流プロ令和の乱

【A卓】

中田花奈・内田みこ・豊後葵・和久津晶

16

17

27

30 美味しんぼ #57

00 水曜どうでしょうClassic #66

22

18

19

20

25

26

40 たまゆら喫茶 #10

00 ★麻雀最強戦2023

最高勝率決戦

【B卓】前田直哉・石川遼・醍醐大・近藤誠一

【決勝卓】

40 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト ジョン・モクスリー編

23

24

21

30 [終]★新・科捜研の女(2005)

#7-10

17

00 たまゆら喫茶

#5・6

10 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト 矢野通編

30 ★[新]DOCTORS3 最強の名医

#1-4

30 ★DOCTORS3 最強の名医

#5-8

30 ★[終]DOCTORS3 最強の名医

#9

30 ★[新]新・科捜研の女(2005)

#1・2

30 ★新・科捜研の女(2005)

#3-6

13

00 水曜どうでしょうClassic #61

2730 世界の車窓から 厳選ルート アジア編▽インド

ネシア ジャワ島 古代遺跡への旅

30 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト タイガーマスク編

30 ワールドプロレスリング

YOSHI-HASHI 大特集！！

00 [終]特命係長 只野仁（2ndシーズン）

#8-10

30 ワールドプロレスリング

デビュー30周年！鈴木みのる大特集！！

00 [新]特命係長 只野仁（3rdシーズン）

#1-3

30 女流雀士プロアマNo.1決定戦

てんパイクイーン シーズン8

女流アマ予選1組目

【対局者】百川晴香・板野成美・松本圭世・舞川

あいく

00 特命係長 只野仁（3rdシーズン）

#4-6

30 女流雀士プロアマNo.1決定戦

てんパイクイーン シーズン8

女流アマ予選2組目

【対局者】水崎綾女・日野麻衣・入来茉里・中川

美優

00 女流雀士プロアマNo.1決定戦

てんパイクイーン シーズン8

女流プロ準決勝1組目

【対局者】高宮まり・成海有紗・安藤りな・二階堂

瑠美

22

23

24

00 女流雀士プロアマNo.1決定戦

てんパイクイーン シーズン8

女流プロ準決勝2組目

【対局者】岡田紗佳・杉浦まゆ・二階堂亜樹・宮内

こずえ

30 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト SHO編

30 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト 小島聡編

00 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト 本間朋晃編

30 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト タイガーマスク編

25

00 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト 本間朋晃編

00 ★麻雀最強戦2023

最高勝率決戦

【A卓】多井隆晴・友添敏之・猿川真寿・前原雄大

26
30 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト タイガーマスク編

00 特命係長 只野仁（2ndシーズン）

#5-7

00 麻雀最強戦2022

女流プロ令和の乱

【B卓】

中月裕子・川原舞子・仲田加南・清水香織

40 たまゆら喫茶 #1・2

10 世界の車窓から 厳選ルート アジア編▽ベトナ

ム 南国の大地と海に出会う旅

00 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト 石井智宏編

30 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト 後藤洋央紀編

00 麻雀最強戦2022

女流プロ令和の乱

【決勝卓】

00 麻雀最強戦2022

女流チャンピオン決戦

【A卓】魚谷侑未・逢川恵夢・内間祐海・藤川まゆ

00 フィギュアレジェンドプログラム▽JGPファイナル史上最

年少優勝（羽生結弦）

30 美味しんぼ #49

00 水曜どうでしょうClassic #62

30 美味しんぼ #50

00 水曜どうでしょうClassic #63

30 美味しんぼ #52

00 水曜どうでしょうClassic #64

30 美味しんぼ #53

00 水曜どうでしょうClassic #65

30 美味しんぼ #56

18

00 ★ファンタジー・オン・アイス2023

幕張公演

最終日

＜生中継＞

※延長の場合あり

30 ★ワールドプロレスリングLIVE2023 BEST

OF THE SUPER Jr.30 優勝決定戦

＜生中継＞

※延長の場合あり

00 棟居刑事シリーズ

棟居刑事の情熱
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　●編成は急遽変更される場合がございます。随時ご確認をお願いいたします。

5月29日(月) 5月30日(火) 5月31日(水) 6月1日(木) 6月2日(金) 6月3日(土) 6月4日(日)

55 The Taiso #8 55 The Taiso #9

55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS

54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS

5月29日(月) 5月30日(火) 5月31日(水) 6月1日(木) 6月2日(金) 6月3日(土) 6月4日(日)

【テレ朝チャンネル2】2023年6月第1週

4 4

5 5

00 昭和・平成 鉄道の時代

ブルートレイン特集①

ブルートレイン特集②

よみがえる鉄道風景①

よみがえる鉄道風景②

30 ショッピング情報

（～引き続き）

★フランスラグビーリーグTOP14(22/23)第

26節  トゥーロン×ボルドー・ベグル

presented byヒト・コミュニケーションズ

＜生中継＞

7 7

8 8

00 人生の楽園 #1116

25 ショッピング情報

00 昭和・平成 鉄道の時代

新線の開通

東海道・山陽新幹線の変遷

レールの上の「銀河」

東北・上越新幹線の変遷

00 人生の楽園 #866 

25 ショッピング情報

10 10

11 11

12 12

00 ★ショカツの女

記憶喪失の美少女は殺人犯を見たのか!? 詐

欺師が愛した女の運命と2億円のダイヤが語る

完全犯罪の謎

00 西村京太郎サスペンス

鉄道捜査官

伊勢鉄道引き返せない単線列車からの脱出ト

リック！！2000万円の絵馬が連続殺人の謎を

解く

13 13

6 6

14 14

00 新春ドラマスペシャル

マグロ

第1夜

第2夜

10 山村美紗サスペンス

狩矢父娘シリーズ

京都花の艶殺人事件

9 9

00 セレクション 00 セレクション

15

00 再捜査刑事・片岡悠介

時効まであと10日! 東京～山形天童、2つの迷

宮入り事件を結ぶ15年前の殺人免許証

00 西村京太郎サスペンス

鉄道捜査官

死を呼ぶ片道切符！わたらせ渓谷鉄道、不死

身の男を殺した姿なき乗客…熊が見た！？無

人駅殺人トリック

00 麻雀最強戦2022

女流チャンピオン決戦

【決勝卓】

00 西村京太郎サスペンス

鉄道捜査官

殺意の豪華SL密室パーティー殺人者は犯行予

定の列車に乗り遅れた…！？上り線下り線のダ

イヤトリック

00 麻雀最強戦2022

男子プロ王者の帰還

【B卓】醍醐大・金太賢・長村大・前田直哉

16

1730 [終]臨場 続章

#9-11

18

00 たまゆら喫茶

#11・12

30 臨場 続章

#5-8

50 ★渡辺篤史の建もの探訪

#1703・1704・1705

30 [新]臨場 続章

#1-4

00 麻雀最強戦2022

女流チャンピオン決戦

【B卓】宮内こずえ・一瀬由梨・菅原千瑛・東城り

お

00 たまゆら喫茶

#9・10

19

20

15

16

17

18

00 水曜どうでしょうClassic #69

30 美味しんぼ #62

22 22

30 美味しんぼ #58

56 [終]特命係長 只野仁（3rdシーズン）

#7・9・10

23 23

24

27 27

30 ぶらぶら町中華 #48

00 ぶらぶら町中華 #49

30 ぶらぶら町中華 #29・30

00 たまゆら喫茶 #1・2

30 たまゆら喫茶 #3・4

00 たまゆら喫茶 #7・8

30 たまゆら喫茶 #9・10

26 26

25 25

19

20

2430 フランスラグビーリーグTOP14(22/23)第

26節  トゥーロン×ボルドー・ベグル

presented byヒト・コミュニケーションズ＜録

画＞

00 [新]時効警察

#1-3

30 麻雀最強戦2022

男子プロ王者の帰還

【A卓】藤崎智・石橋伸洋・鈴木大介・土田浩翔

00 時効警察

#4-6

30 麻雀最強戦2022

男子プロ王者の帰還

【決勝卓】

30 たまゆら喫茶 #5・6

21 21

00 水曜どうでしょうClassic #67 00 水曜どうでしょうClassic #68

30 美味しんぼ #59


