
(5/23 ver.7)

　●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 #10 55 The Taiso #11

55 NEWS ACCESS

54 NEWS ACCESS 54 NEWS ACCESS

55 しろくまのいる生活 #1 55 しろくまのいる生活 #2 55 しろくまのいる生活 #3

55 ★フランスラグビーリーグTOP14(22/23) 55 ★フランスラグビーリーグTOP14(22/23)

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)
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00 西村京太郎サスペンス

鉄道捜査官

伊豆急リゾート21号 パノラマ展望車で殺された

女！箱根ゴールデンルート 空と湖の逆転アリバイ

トリック

00 麻雀最強戦2022

ミスター麻雀カップ

【決勝卓】

【テレ朝チャンネル2】2023年6月第1週
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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 #1117

25 ショッピング情報

00 路線バスで寄り道の旅

「調布～深大寺～三鷹で自由奔放旅！」

（2020年10月25日放送分）

「荻窪～阿佐ヶ谷～中野坂上で中央線沿線を巡

る旅！」

（2020年11月22日放送分）

「秋の九十九里浜で旬の味覚満喫旅！」

（2020年11月29日放送分）

「葛飾・立石～柴又～金町で東京の下町を徳さ

んがご案内！」

（2021年1月10日放送分）

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6
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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

00 水曜どうでしょうClassic #70

25 美味しんぼ #63

00 [終]時効警察

#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8

女流アマ準決勝

【対局者】松本圭世・入来茉里・百川晴香・日野

麻衣

00 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト タイチ編

30 [新]TEAM -警視庁特別犯罪捜査本部-

#1・2・4・5
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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 たまゆら喫茶 #12・11

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6

女流プロ予選1組目

【対局者】二階堂亜樹・高宮まり・山脇千文美・都

美

25 美味しんぼ #65

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6

女流プロ予選2組目

【対局者】宮内こずえ・中山奈々美・咲良美緒・

日當ひな

00 路線バスで寄り道の旅

「目黒～浅草～日本橋人生で一度はやってみた

い体験ツアー！」

（2021年1月17日放送分）

「芝公園～虎ノ門～品川で港区の“老舗”を巡る

旅！」

（2021年1月24日放送分）

「二子玉川～武蔵小杉で多摩川沿いのマダム人

気の街を巡る旅！」

（2021年2月7日放送分）

「有楽町～人形町～月島で中央区を巡る旅！」

（2021年2月14日放送分）

26

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6

女流プロ予選3組目

【対局者】二階堂瑠美・東城りお・大亀あすか・日

向藍子

00 ショッピング情報

30 おかずのクッキング #554

00 ショッピング情報

30 ぶらぶら町中華 #48

00 ぶらぶら町中華 #49

30 ショッピング情報

00 ★テレメンタリー2023

（4月22日放送分）

30 ショッピング情報

00 ワールドプロレスリング 完全版 #198

DOMINION 6.12 in OSAKA-JO HALL

（2022年6月12日 大阪・大阪城ホール）

00 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト ウィル・オスプレイ編

30  ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト 高橋裕二郎編

00 ★人生の楽園 #1118

25 ショッピング情報

00 ★【クレヨンしんちゃん一挙放送】

#520-525

00 たまゆら喫茶

#1-4

30 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト オカダ・カズチカ編

30 [終]TEAM -警視庁特別犯罪捜査本部-

#6-9

（～引き続き）

★フランスラグビーリーグTOP14(22/23)

プレーオフ①

presented byヒト・コミュニケーションズ

＜生中継＞

00 水曜どうでしょうClassic #71

25 美味しんぼ #64

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

決勝

【対局者】山脇千文美・松本圭世・二階堂亜樹・

安藤りな

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 ワールドプロレスリング クラシックス

55 新春ドラマスペシャル

マグロ

第1夜

25 たまゆら喫茶 #11・12

00 ワールドプロレスリング 完全版 #183

DOMINION 6.6 in OSAKA-JO HALL

（2021年6月7日 大阪・大阪城ホール）

00 ワールドプロレスリング 完全版 #158

DOMINION 6.9 in OSAKA-JO HALL

（2019年6月9日 大阪・大阪城ホール）

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 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！

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 #10・9

00 水曜どうでしょうClassic #72

15 たまゆら喫茶 #10

30 ★ワールドプロレスリングLIVE2023

DOMINION 6.4 in OSAKA-JO HALL

＜生中継＞

※延長の場合あり

[スカパー！無料除外]
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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。

6月5日(月) 6月6日(火) 6月7日(水) 6月8日(木) 6月9日(金) 6月10日(土) 6月11日(日)

55 The Taiso #12 55 The Taiso #1 55 The Taiso #2

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

55 しろくまのいる生活 #4 55 しろくまのいる生活 #5 55 しろくまのいる生活 #6 55 しろくまのいる生活 #7 55 しろくまのいる生活 #8

15 たまゆら喫茶 #2 15 たまゆら喫茶 #4
30 たまゆら喫茶 #3 30 たまゆら喫茶 #5

45 CSテレ朝ナビ！！

40 たまゆら喫茶 #11
55 ★フランスラグビーリーグTOP14(22/23)

6月5日(月) 6月6日(火) 6月7日(水) 6月8日(木) 6月9日(金) 6月10日(土) 6月11日(日)

45 たまゆら喫茶 #12

55 麻雀最強戦2022

女流チャンピオン決戦

【決勝卓】

00 ★麻雀最強戦2023

最強＆インフルエンサー決戦

【B卓】

白銀紗希・西嶋千春・安藤りな・山本ひかる

【決勝卓】

22

23 23

24 24

00 フランスラグビーリーグTOP14(22/23)

プレーオフ①

presented byヒト・コミュニケーションズ

＜録画＞

00 フランスラグビーリーグTOP14(22/23)

プレーオフ②

presented byヒト・コミュニケーションズ

＜録画＞

00 [新]都市伝説の女

#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6

女流プロ予選4組目

【対局者】和泉由希子・古川彩乃・大久保朋美・

丸山奏子

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6

女流アマ予選1組目

【対局者】浅香唯・松本圭世・水崎綾女・日野麻

衣

00 都市伝説の女

#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6

女流アマ予選2組目

【対局者】椿彩菜・長澤茉里奈・及川奈央・中田

花奈
25 25

26 26

27 27

00 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト 真壁刀義編

30 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

45 たまゆら喫茶 #1

21

00 水曜どうでしょうClassic #73

25 美味しんぼ #66

00 水曜どうでしょうClassic #78

25 美味しんぼ #67

00 水曜どうでしょうClassic #79

25 美味しんぼ #69

00 水曜どうでしょうClassic #80

25 美味しんぼ #70

00 水曜どうでしょうClassic #81

25 美味しんぼ #72

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 永田裕志編

30 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト 中西学編

30 麻雀最強戦2022

女流プロ令和の乱【決勝卓】

（～5:30まで）

50 ★フランスラグビーリーグTOP14(22/23)

準決勝②

presented byヒト・コミュニケーションズ

＜生中継＞

16

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 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト タイチ編

30 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト 田口隆祐編

21

22

20 その男、副署長

～京都河原町署事件ファイル2（2008)

#2-4

55 たまゆら喫茶 #11・12

25 美味しんぼ #68

55 ★サッカー 第49回モーリスレベロトーナメント

（旧トゥーロン国際大会）

日本×ボリビア

＜生中継＞

※延長の場合あり

00 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト SANADA編

55 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

55 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

25 美味しんぼ #71

54 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

00 ★麻雀最強戦2023

最強＆インフルエンサー決戦

【A卓】水崎ともみ・りんのなお・中田花奈・松嶋桃

45 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

【B卓】宮内こずえ・一瀬由梨・菅原千瑛・東城り

お

55 ★サッカー 第49回モーリスレベロトーナメント

（旧トゥーロン国際大会）

日本×パナマ

＜生中継＞

※延長の場合あり

10 [新]★ホンボシ～心理特捜事件簿～

#1.2

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

00 麻雀最強戦2022

女流最強スター決戦

【決勝卓】

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 たまゆら喫茶 #6・5

30 ワールドプロレスリング 完全版 #190 1.4

WRESTLE KINGDOM 16 in 東京ドーム

（2022年1月4日 東京・東京ドーム）

16

17 17

18 18

00 たまゆら喫茶 #8・7

30 [新]その男、副署長

～京都河原町署事件ファイル（2007)

#1-4

30 [終]その男、副署長

～京都河原町署事件ファイル（2007)

#5-8

30 その男、副署長

～京都河原町署事件ファイル2（2008)

#5-8

35 たまゆら喫茶 #12

19 19

20 20

30 [終]その男、副署長

～京都河原町署事件ファイル2（2008)

#9・10

11 11

00 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】

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

12 12

00 たまゆら喫茶

#5-7

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 たまゆら喫茶

#8-10

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 たまゆら喫茶

#11・12・1

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 ★テレメンタリー2023

（4月29日放送分）

30 ショッピング情報

00ワールドプロレスリング 完全版 #195

HYPER BATTLE '22

（2022年4月9日 東京・両国国技館）

13 13

14 14

15 15

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！

00 麻雀最強戦2022

女流チャンピオン決戦

【決勝卓】

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

7 7

8 8

9 9

00 [新]ダブルス～二人の刑事

#1-3

00 ダブルス～二人の刑事

#4-6

00 [終]ダブルス～二人の刑事

#7-9

30 ぶらぶら町中華 #50

00 ぶらぶら町中華 #53

30 ショッピング情報

00 ショッピング情報

30 おかずのクッキング #555

00 ショッピング情報

00 ★路線バスで寄り道の旅

「志木～新座～所沢で埼玉を巡る旅！」

（2021年3月28日放送分）

「春を満喫しながら羽田を目指して「多摩川を下る

旅！」」

（2021年4月4日放送分）

「外苑前～中目黒～自由が丘で徳さん思い出の

地を巡る旅！」

（2021年4月11日放送分）

「春の房総半島をめぐる旅！」

（2021年4月18日放送分）

10 10

6 6

【テレ朝チャンネル2】2023年6月第2週

4 4

5 5

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

25 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▽春の

台湾一周の旅
00 ★人生の楽園 #1119

25 ショッピング情報

00 昭和・平成 鉄道の時代

大江戸線全通にむけて

「北斗星」その軌跡～ラストランまで

「青ガエル」熊本電鉄でラストラン

新型車両デビュー 小田急ロマンスカーの系譜

新型車両デビュー 平成の新型を中心に

30 ぶらぶら町中華 #64

30 ★人生の楽園 #1120

（～引き続き）

麻雀最強戦2022

女流プロ令和の乱

【決勝卓】

（～引き続き）

★フランスラグビーリーグTOP14(22/23)

プレーオフ②

presented byヒト・コミュニケーションズ

＜生中継＞

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 ★おかしな刑事

美しい死体～ゴミ屋敷殺人・幻の将棋の駒と消え

た数億円の財産の謎

00 はみだし弁護士・巽志郎

出会い系サイトは死の香り、美人妻ストーカー殺

人事件

25 ショッピング情報

00 ★路線バスで寄り道の旅

「綱島～日吉～お台場で人気の東横線沿いを巡

る旅！」

（2021年2月21日放送分）

「埼玉・入間～飯能のおもしろスポットを巡る

旅！」

（2021年3月7日放送分）

「芝～麻布十番～乃木坂で東京タワー周辺を巡

る旅！」

（2021年3月14日放送分）

「根岸～本牧～元町の横浜の王道スポットを巡る

旅！」

（2021年3月21日放送分）

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 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？

（～引き続き）

★フランスラグビーリーグTOP14(22/23)

準決勝①

presented byヒト・コミュニケーションズ

＜生中継＞

30 たまゆら喫茶

#5・6

00 ショッピング情報

30 ★【クレヨンしんちゃん一挙放送】

#526-531
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6月12日(月) 6月13日(火) 6月14日(水) 6月15日(木) 6月16日(金) 6月17日(土) 6月18日(日)

55 The Taiso #3 55 The Taiso #4 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

55 しろくまのいる生活 #9

15 たまゆら喫茶 #6

15 たまゆら喫茶 #9

45 たまゆら喫茶 #11

45 麻雀最強戦2022 50 ★フランスラグビーリーグTOP14(22/23)

6月12日(月) 6月13日(火) 6月14日(水) 6月15日(木) 6月16日(金) 6月17日(土) 6月18日(日)

30 たまゆら喫茶 #10

00 ワールドプロレスリング 完全版 #122 NEW

JAPAN CUP2017決勝

（2017年3月20日 新潟・アオーレ長岡）

30 ワールドプロレスリング完全版 #168  NJPW

WORLD Special NEW JAPAN CUP 2020

決勝戦

（2020年7月11日 大阪・大阪城ホール）

25 [新]ダブルス～二人の刑事

#1

30 たまゆら喫茶 #11・12

00 水曜どうでしょうClassic #82

25 美味しんぼ #73

00 ぶらぶら町中華 #63

30 ぶらぶら町中華 #64

30 ★ホンボシ～心理特捜事件簿～

#3-6

00 ★バドミントン インドネシアオープン2023

2回戦

＜生中継＆録画＞

※延長の場合あり

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 #64

22

24 24

00フランスラグビーリーグTOP14(22/23)

準決勝①

presented byヒト・コミュニケーションズ

＜録画＞

00フランスラグビーリーグTOP14(22/23)

準決勝②

presented byヒト・コミュニケーションズ

＜録画＞

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6

女流プロ準決勝1組目

【対局者】和泉由希子・東城りお・日向藍子・丸山

奏子
25 25

26 26

27 27

00 超ゴルフ塾 ～プロをやっつけろ！

#41-43・45-47・49

30 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト 鈴木みのる編

00 ぶらぶら町中華 #53

23 23

30 ぶらぶら町中華 #6

45 たまゆら喫茶 #7

00 たまゆら喫茶 #8

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

21 21

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

25 美味しんぼ #74

55 ★サッカー 第49回モーリスレベロトーナメント

（旧トゥーロン国際大会）

日本×コートジボワール

＜生中継＞

※延長の場合あり

30 たまゆら喫茶 #7

45 たまゆら喫茶 #8

22

00 ぶらぶら町中華 #46

00 ★バドミントン インドネシアオープン2023

準決勝

＜生中継＆録画＞

※延長の場合あり

00 ぶらぶら町中華 #49

30 ぶらぶら町中華 #50

00 ワールドプロレスリング クラシックス

30 ぶらぶら町中華 #3

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

00 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト 永田裕志編

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 ぶらぶら町中華 #46

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

20 ★サッカーU-22 日本代表 国際親善試合

日本×オランダ

＜生中継＞

※延長の場合あり

19 19

20

00 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト YOSHI-HASHI編

30 ぶらぶら町中華 #62

14 14

15 15

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 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

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

ミスター麻雀カップ

【決勝卓】

00 たまゆら喫茶 #4・3

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！

00 ★100の資格を持つ女

小山田刑事刺される！！ 三浦半島三崎のマグロ

割烹へ潜入捜査！仕組まれた痴漢、振込詐欺…美

人女将に寡黙な板長、訳あり仲居の裏側に隠され

た真実とは！？

16 16

17 17

00 ワールドプロレスリング 完全版 #71 KING

OF PRO-WRESTLING

（2013年10月14日 東京・両国国技館）

00 ★バドミントン インドネシアオープン2023

決勝

＜生中継＞

※延長の場合あり

18 18

00 たまゆら喫茶 #1・2

30 たまゆら喫茶 #5・6

00 ★バドミントン インドネシアオープン2023

1回戦

＜生中継＆録画＞

※延長の場合あり

20

00 たまゆら喫茶 #1・2

11 11

12 12

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

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

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？

13 1330 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト 石森太二編

00 ★フィギペディア

世界フィギュアスケート国別対抗戦 総集編

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 ワールドプロレスリング 完全版 #187 G1

CLIMAX 31 優勝決定戦

（2021年10月21日 東京・日本武道館）

00 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト 高橋裕二郎編

30 たまゆら喫茶 #3・4

30 ★[終]ホンボシ～心理特捜事件簿～

#7・8

55 たまゆら喫茶 #11・12

00 たまゆら喫茶 #7・8

30 たまゆら喫茶 #11・12

7 7

8 8

9 9

00 渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送vol1「立地

を活かした絶景の家」

#1390・1427・1428・1435・1451・1461・

1470・1474・1476・1478

00 渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送vol2「敷地

と〝戦う〟都市の家」

#1419・1433・1436・1441・1445・1449・

1456・1466・1467・1475

00 渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送vol3「庭を

取り込む間取り」

#1399・1420・1424・1440・1443・1448・

1450・1454・1464・1471

10 10

00 ★【クレヨンしんちゃん一挙放送】

#532-537

00 たまゆら喫茶

#9-12

00 渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送vol4「キッチ

ン中心に楽しむ家」

#1437・1438・1439・1442・1447・1453・

1455・1460・1463・1469

00 ショッピング情報

30 おかずのクッキング #556

00 ショッピング情報

30 ぶらぶら町中華 #56

00 ぶらぶら町中華 #57

30 ショッピング情報

00 ★テレメンタリー2023

（5月13日放送分）

30 ショッピング情報

6 6

【テレ朝チャンネル2】2023年6月第3週

4 4

5 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

10 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
30 ショッピング情報

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 #977

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

【A卓】魚谷侑未・逢川恵夢・内間祐海・藤川まゆ

00 人生の楽園 #1087

25 ショッピング情報
30 ショッピング情報

00 人生の楽園 #1088

30 ショッピング情報

（～引き続き）

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

（～引き続き）

★フランスラグビーリーグTOP14(22/23)

決勝

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 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 #1089

25 ショッピング情報

00 渡辺篤史の建もの探訪 一挙放送vol5「意外

性ある間取りの家」

#1395・1401・1409・1429・1431・1457・

1458・1459・1465・1472

00 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

00 ドラマスペシャル

熱い空気

00 トリック新作スペシャル2（2010）

30 ぶらぶら町中華 #66

00 ★バドミントン インドネシアオープン2023

準々決勝

＜生中継＆録画＞

※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 たまゆら喫茶 #10

00 ぶらぶら町中華 #65
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6月19日(月) 6月20日(火) 6月21日(水) 6月22日(木) 6月23日(金) 6月24日(土) 6月25日(日)

55 The Taiso #7 55 The Taiso #8 55 The Taiso #9 55 The Taiso #10 55 The Taiso #11 55 The Taiso #12

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

55 しろくまのいる生活 #10 55 しろくまのいる生活 #1 55 しろくまのいる生活 #2 55 しろくまのいる生活 #3 55 しろくまのいる生活 #4 55 しろくまのいる生活 #5 55 しろくまのいる生活 #6

6月19日(月) 6月20日(火) 6月21日(水) 6月22日(木) 6月23日(金) 6月24日(土) 6月25日(日)

25

26 26

27

00 [終]都市伝説の女

#7-9

30 フランスラグビーリーグTOP14(22/23)

決勝

presented byヒト・コミュニケーションズ

＜録画＞

00 [新]帰ってきた時効警察

#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6

女流アマ準決勝

【対局者】浅香唯・及川奈央・椿彩菜・水崎綾女

00 帰ってきた時効警察

#4-6

30 【ドラえもん1988年一挙放送】

空中つりセット

エレベート・ボタン

クロマキーセット

大きくなる虫メガネ

タスケロン・カプセル

ポケット信号機

ワラシベにお願い ほか

00 [終]帰ってきた時効警察

#7-9

30 【ドラえもん1998年一挙放送】

ミカタスキ

二次元収納カメラ

おてがるサーフボード

思い出体験アルバム

空中ガーデン

お座敷海水浴セット

ホンネミラー 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6

女流プロ準決勝2組目

【対局者】高宮まり・都美・中山奈々美・日當ひ

な

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6

決勝

27

30 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト ウィル・オスプレイ編

00  ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト エル・デスペラード編

30 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト 高橋ヒロム編

30 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト 鷹木信悟編

00 ワールドプロレスリング クラシックス

22 22

23 23

15 15

00 再捜査刑事　片岡悠介

函館～横浜・同窓会不倫殺人！ホスト殺しと迷

宮入り事件を結ぶネイルの傷とバターの謎！！

21 21

00 水曜どうでしょうClassic #83

25 美味しんぼ #75

00 水曜どうでしょうClassic #84

25 美味しんぼ #76

00 水曜どうでしょうClassic #85

25 美味しんぼ #77

00 水曜どうでしょうClassic #86

25 美味しんぼ #78 25 美味しんぼ #79

00 麻雀最強戦2022

女流プロ令和の乱

【決勝卓】

00 たまゆら喫茶 #1・2

00 広域警察

宮崎～鹿児島～熊本始まりは詐欺師殺人！不

思議な女と影ある女とイケメン政治家…騙し騙

されの愛憎劇に刑事が迫る！薩摩切子に隠され

た驚愕の真実

17

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

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

30 ぶらぶら町中華 #48

00 ぶらぶら町中華 #49

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

25 美味しんぼ #81

24 24

25

18 18

30 [終]ダブルス～二人の刑事

#6-9

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 [終]ナサケの女～国税局査察官～

#5-8

00 ★2023 FIMアジアロードレース選手権 第

3戦

日本大会

決勝レース1日目

＜生中継＞

※延長の場合あり

30 ぶらぶら町中華 #65

00 ぶらぶら町中華 #66

30 ぶらぶら町中華 #44

19 19

20 20

50 新春ドラマスペシャル

マグロ

第2夜

13 13

14 14

16 16

17

11 11

12 12

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 松本清張ドラマスペシャル

砂の器

第一夜

00 広域警察

殺人犯は美人妻？！夫殺しの容疑者が逃亡

か！残された2000万円と謝罪の手紙「山梨～

熊本～天草」連続殺人に渦巻く女たちの執念と

復讐！

00 広域警察

～ママを殺した犯人を捕まえて！！河口湖～富

士山～土肥温泉を巡る殺人事件！愛憎と純愛

と謎の遺産相続！資産家一族の悲劇の歴史に

巻き込まれた少女を守れ！

00 ★「氷上のプレイリスト」 山本草太

～これが私のフィギュアスケート観～

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

7 7

8 8

9 9

00 [新]ゴンゾウ～伝説の刑事

#1-4

00 ゴンゾウ～伝説の刑事

#5-7

00 たまゆら喫茶

#1-3

00 [終]ゴンゾウ～伝説の刑事

#8-10

00 たまゆら喫茶

#4-6

00 秘湯ロマン一挙放送vol11

「雪見の露天風呂」

#336

山形県 銀山温泉

#411

山形県 瀬見温泉

#412

山形県 肘折温泉

#413

福島県 岳温泉

#430

福島県 湯野上温泉

#445

秋田県 小安峡温泉 ほか

00 ぶらぶら町中華

#2・3・4・6

10 10

00 たまゆら喫茶

#9-12

00 秘湯ロマン一挙放送vol12

「西日本特集」

#230

奈良県 十津川温泉

#292

愛媛県 道後温泉

#308

和歌山県 渡瀬温泉

#323

熊本県 黒川温泉

#324

熊本県 弓ヶ浜温泉

#332

佐賀県 古湯温泉

#391

和歌山県 湯の峰温泉

#333

佐賀県 太良嶽温泉 ほか

00 ぶらぶら町中華

#7-10

6 6

【テレ朝チャンネル2】2023年6月第4週

4 4

5 5

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

25 ショッピング情報

00 麻雀最強戦2022

女流最強スター決戦

【決勝卓】

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

【A卓】佐々木寿人・渋川難波・鈴木優・小林剛

00 人生の楽園 #1090

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

00 麻雀最強戦2022

タイトルホルダー頂上決戦

【決勝卓】

00 昭和・平成 鉄道の時代

蒸気機関車の魅力①

上野駅物語

00 人生の楽園 #1091

25 ショッピング情報

00 ★2023 FIMアジアロードレース選手権 第

3戦

日本大会

決勝レース2日目

＜生中継＞

※延長の場合あり

00 TEAM -警視庁特別犯罪捜査本部-

#7

00 人生の楽園 #1080

25 ショッピング情報

00 ★【クレヨンしんちゃん一挙放送】

#538-543

00 水曜どうでしょうClassic #89

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

00 [終]TEAM -警視庁特別犯罪捜査本部-

#8・9

00 ショッピング情報

30 おかずのクッキング #557

00 ショッピング情報

30 ぶらぶら町中華 #63

00 ぶらぶら町中華 #64

30 ショッピング情報

00 ★テレメンタリー2023

（5月20日放送分）

00 水曜どうでしょうClassic #88

30 ショッピング情報

00 超ゴルフ塾 ～プロをやっつけろ！

#3・5-7・9-11・13

30 超ゴルフ塾 ～プロをやっつけろ！

#1・2

30 ダブルス～二人の刑事

#2-5

00 水曜どうでしょうClassic #87

25 ショッピング情報

00 広域警察

山梨～横浜～熱海巡る殺人事件！疑惑の人

気覆面作家と背後に潜む謎の女たちの嫉妬と愛

憎バトル！

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

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 #8・7

10 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

00 広域警察

鳴門の渦が呑み込んだ殺人の記憶 神戸～徳

島～東京～大阪をめぐる忘却と復讐の愛憎

劇！！美しすぎる市長候補を取り巻く陰謀と純

愛の結末

25 美味しんぼ #80

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

00 松本清張ドラマスペシャル

砂の器

第二夜

30 [新]ナサケの女～国税局査察官～

#1-4

30 ★[新]相棒season8

#1-3
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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。

6月26日(月) 6月27日(火) 6月28日(水) 6月29日(木) 6月30日(金) 7月1日(土) 7月2日(日)

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

55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS 55 NEWS ACCESS

54 NEWS ACCESS

55 しろくまのいる生活 #7 55 しろくまのいる生活 #8 55 しろくまのいる生活 #9 55 しろくまのいる生活 #10 55 しろくまのいる生活 #1

6月26日(月) 6月27日(火) 6月28日(水) 6月29日(木) 6月30日(金) 7月1日(土) 7月2日(日)

00 水曜どうでしょうClassic #99

25 美味しんぼ #86

2730 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

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

30 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト YOSHI-HASHI編

30 ワールドプロレスリング

オレのメモリアルバウト SANADA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

22 22

23

27

35 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

00 宿命1969-2010

～ワンス・アポン・ア・タイム・イン・東京～

#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

35 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 パズル

#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

26 26

23

24 24

30 ★相棒season8

#14-17

19 19

20 20

30 ★[終]相棒season8

#18・19

00 超ゴルフ塾 ～プロをやっつけろ！

#25-27・29-31

25 25

30 ★相棒season8

#8・9

10 ★路線バスで寄り道の旅

「埼玉・新座～浦和～赤羽で徳さんの母校訪問

の旅！！」（2021年5月16日）

「青梅～沢井～奥多摩で新緑＆絶品グルメス

ポットを巡る旅！」（2021年5月23日）

21 21

00 水曜どうでしょうClassic #95

25 美味しんぼ #82

00 水曜どうでしょうClassic #96

25 美味しんぼ #83

00 水曜どうでしょうClassic #97

00 [新]宿命1969-2010

～ワンス・アポン・ア・タイム・イン・東京～

#1-3

00 [終]宿命1969-2010

～ワンス・アポン・ア・タイム・イン・東京～

#7・8

35 [新]パズル

#1

25 美味しんぼ #84

00 水曜どうでしょうClassic #98

25 美味しんぼ #85

12 12

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 西村京太郎サスペンス

鉄道捜査官

死を呼ぶスケッチ旅行！？終着駅で炎上する名

画の謎！！三陸鉄道・北リアス線1日乗車券に

隠された逆転ダイヤトリック

13 13

14 14

15 15

00 西村京太郎サスペンス

鉄道捜査官

伊豆急リゾート21号 パノラマ展望車で殺された

女！箱根ゴールデンルート 空と湖の逆転アリバ

イトリック

00 麻雀最強戦2022

男子プロ王者の帰還

【決勝卓】

00 西村京太郎サスペンス

鉄道捜査官

富士河口湖・同窓会ツアー連続殺人！山梨側

から静岡側へ瞬間移動！？富士山縦断ダイヤト

リック

54 麻雀最強戦2022

Ｍリーグスペシャルマッチ

【A卓】勝又健志・瑞原明奈・園田賢・萩原聖人

00 超ゴルフ塾 ～プロをやっつけろ！

#17-19・21-23

16 16

17 1720 ★相棒season8

#10・11・13

18 18

00 たまゆら喫茶 #3・4

30 ★相棒season8

#4-7

【テレ朝チャンネル2】2023年6月第5週

4 4

5 5

00 昭和・平成 鉄道の時代

新型車両デビュー①

鉄道博物館特集①

鉄道博物館特集②

三陸鉄道の魅力

00 人生の楽園 #1117

25 ショッピング情報

00 昭和・平成 鉄道の時代

懐かしの車両①

蒸気機関車の魅力③

さようなら「あさかぜ」「出雲」

新型車両デビュー②

00 人生の楽園 #1118

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④

大宮工場特集(1)

大宮工場特集(2)

新線の開通②

00 人生の楽園 #1119

25 ショッピング情報

00 昭和・平成 鉄道の時代

懐かしの車両②

さよなら運転特集

新線の開通④

地方の私鉄

00 人生の楽園 #977

25 ショッピング情報

00 昭和・平成 鉄道の時代

新線の開通③

碓氷峠鉄道文化むら①

碓氷峠鉄道文化むら②

25 ショッピング情報

10 10

11

00 ★資生堂 レディスオープン2023

初日 午後

＜生中継>

00 西村京太郎サスペンス

鉄道捜査官

しなの鉄道「ろくもん」3号車の罠 人気観光列車

から消えた美女の謎

45 西村京太郎サスペンス

鉄道捜査官

全長140キロ！東京～日光鬼怒川ノンストップ

殺人計画！！警視庁鉄道捜査隊vs特急けご

ん21号1/30秒の殺意

6

7

30 麻雀最強戦2022

Ｍリーグスペシャルマッチ

【B卓】岡田紗佳・近藤誠一・白鳥翔・滝沢和典

30 人生の楽園 #1120

00 [新]黒革の手帖 ＜2004年版＞

#1

6

00 ★資生堂 レディスオープン2023

2日目 午前

＜生中継>

00 ★資生堂 レディスオープン2023

2日目 午後

＜生中継>

00 ★資生堂 レディスオープン2023

初日 午前

＜生中継> 7

8 8

9 9

00 秘湯ロマン一挙放送vol13

「北陸特集」

#258

福井県 虹岳島温泉

#277

 石川県 ねぶた温泉

#259

福井県 あわら温泉

#301

富山県 宇奈月温泉

#302

富山県 明日温泉

#278

石川県 白山温泉

#388

石川県 中宮温泉 ほか
30 ぶらぶら町中華

#65・66・46

00 秘湯ロマン一挙放送vol14

「東海特集」

#316

静岡県 桜田温泉

#317

静岡県 稲取温泉

#320

岐阜県 下呂温泉

#327

静岡県 修善寺温泉

#328

静岡県 土肥温泉

#355

静岡県 湯ヶ島温泉

#407

三重県 赤目温泉 ほか

	

30 ぶらぶら町中華 #11

00 秘湯ロマン一挙放送vol15

「甲信越特集」

#287

新潟県 関温泉

#295

山梨県 雨畑温泉

#376

長野県 別所温泉

#403

山梨県 石和温泉

#381

長野県 高峰温泉

#382

長野県 蓼科温泉

#393

長野県 柿其温泉 ほか	

00 ぶらぶら町中華

#12・14・16・17

11


