週間番組表
２０１４年１月 第１週
30 (月)

衛星劇場シアター

レコメンドアワー

松竹セレクション

名作セレクション

韓流アワー

ワールドフォーカス

ステージアワー

ミッドナイトアワー

31 (火)

1 (水)

2 (木)

3 (金)

4 (土)

5 (日)

4

4

45 番組案内
00 時代劇傑作選
[C]続丹下左膳

5

45 番組案内
00 時代劇傑作選
[C]丹下左膳 こけ猿の壺

00 韓国ドラマアンコール一挙放送 00 韓国バラエティ

00 木下惠介アワー リクエストＳＰ

[字]いとしのソヨン

たんとんとん 第9話

第15話

[字]ニュー！日曜日は楽しい
ランニングマン 第158話

5

30 木下惠介アワー リクエストＳＰ

たんとんとん 第10話
00 木下惠介アワー リクエストＳＰ

6

45 衛星落語招待席
～年末年始ＳＰ～
古今亭駿菊「黄金餅」
30 銀幕のタカラジェンヌ
～松竹映画を彩った女神たち～
[C]踊る摩天楼

7

30 番組案内
45 衛星落語招待席
～年末年始ＳＰ～
桂小南治「源平盛衰記」
30 銀幕のタカラジェンヌ
～松竹映画を彩った女神たち～
[C]純潔革命

[字]いとしのソヨン
第16話

40 韓国バラエティ
[字]ジャングルの法則
サバンナ編 第1話

30 銀幕のタカラジェンヌ
～松竹映画を彩った女神たち～
[C]撃滅の歌
00 POP POP SEOUL50
15 衛星落語招待席
～年末年始ＳＰ～
45 衛星落語招待席
十一代 桂文治「掛取り」
00 大林宣彦のいつか見た映画館110
～年末年始ＳＰ～
15 新作映画案内
15 番組案内
林家種平「品川心中」
10 大林宣彦の
いつか見た映画館 西部劇ＳＰ
30 時代劇傑作選
30 時代劇傑作選
30 時代劇傑作選
～人気ＴＶシリーズ映画化作品～ ～人気ＴＶシリーズ映画化作品～ [C]獨眼龍政宗
[字]アリゲニー高原の暴動
[C]必殺！５ 黄金の血
[C]必殺！主水死す

8

9

10

11
15 新作映画案内
30 「男はつらいよ」シリーズ 30 「男はつらいよ」シリーズ
[C]男はつらいよ
[C]男はつらいよ
寅次郎恋愛塾
柴又より愛をこめて

12

00 衛星落語招待席
～年末年始ＳＰ～
桂歌丸「紺屋高尾」
45 番組案内

1

2

30 ～立川談志ひとり会より～ 30 韓国ドラマシリーズ
立川談志「田能久」
[字]わが愛しの蝶々夫人
00 衛星劇場シアター
第9話
[C]オカンの嫁入り

30 韓国ドラマシリーズ
[字]Ｄｒ.ＪＩＮ 第3話

45 韓国ドラマシリーズ
[字]わが愛しの蝶々夫人

45 韓国ドラマシリーズ
[字]Ｄｒ.ＪＩＮ 第4話

3

5

00 特選歌舞伎
寿式三番叟

00 特選歌舞伎
道行初音旅～吉野山

45 歌舞伎座こけら落とし
～最新舞台～
壽曽我対面

00 特選歌舞伎
[字]身替座禅<字幕付>

45 団子売
00 ～立川談志ひとり会より～ 00 「武士の献立」公開記念
立川談志「幇間腹」
～献立映画特集～
30 「釣りバカ日誌」シリーズ [C]南極料理人
[C]釣りバカ日誌１３
ハマちゃん危機一髪！

6

7

たんとんとん 第12話
00 衛星デフシアター
日本語字幕放送
[字]男はつらいよ
寅次郎恋愛塾
(日本語字幕放送)

00

大林宣彦のいつか見た映画館109

7

8

9

10 大林宣彦の
いつか見た映画館 西部劇ＳＰ
[字]夜明けの怒り

10

00 衛星劇場シアター
[C]ＫＴ

11

12

～山田洋次・舞台演出作品～
＜シネマ歌舞伎＞
連獅子
00 衛星劇場シアター
[C]僕らのワンダフルデイズ

1
30 韓国ドラマシリーズ
[字]大王の夢 第59話

2

第10話

4

00 幻の西部劇シリーズ
[字]シャイアン
第４シーズン 第13話(終)

30 木下惠介アワー リクエストＳＰ

00 「小さいおうち」公開記念特集 00 「小さいおうち」公開記念特集

～山田洋次・舞台演出作品～
＜シネマ歌舞伎＞
人情噺文七元結

6

たんとんとん 第11話

15 韓国ドラマアンコール一挙放送

30 韓国ドラマシリーズ
[字]大王の夢 第60話
00 岩波映画セレクション
[C]日本発見「大分県」
30 衛星劇場シアター
[C]転校生 さよならあなた

00 特選歌舞伎
歌舞伎座閉場式
「都風流」
「京鹿子娘道成寺」
「口上」

00 衛星劇場シアター
[C]インスタント沼

3
30 劇場への扉
～アンコールＳＰ～
こまつ座＆
世田谷パブリックシアター
「藪原検校」

4

5

45 衛星落語招待席
～年末年始ＳＰ～
三遊亭遊三「明烏」
30 衛星劇場シアター
[C]デンデラ

6
30 衛星劇場シアター
[C]まぶだち

7

8

8
30 衛星劇場シアター
プレミア
[C]ひまわりと子犬の７日間

9

15 番組案内
30 衛星劇場シアター
[C]アフロ田中

15 新作映画案内
30 衛星劇場シアター
[C]星に願いを。

15 新作映画案内
30 衛星劇場シアター
45 新作映画案内
[C]青いうた
00 「男はつらいよ」シリーズ ～のど自慢 青春編～
[C]男はつらいよ
夜霧にむせぶ寅次郎

10

9

10

45 ドラマシティ★ソウル180
00 韓国ミュージカルの
華麗なる世界
[字]Ｓｕｍｍｅｒ Ｓｎｏｗ

11

30 POP POP SEOUL50
45 韓流SJS★イム・ホ(前)
00 韓国ミュージカルの
華麗なる世界
[字]風月主
～美しきファランの禁断の愛～

30 ドラマシティ★ソウル180
45 韓流SJS★イム・ホ(後)
45 番組案内
00 韓国ドラマシリーズ
00 幻の西部劇シリーズ
[字]わが愛しの蝶々夫人
[字]シャイアン
第５シーズン 第1話
第11話

12
15 韓国ドラマシリーズ
[字]わが愛しの蝶々夫人

00 幻の西部劇シリーズ
[字]シャイアン
第５シーズン 第2話

30 ドラマシティ★ソウル180
45 [字] 韓音
00 韓国ドラマシリーズ
11
[字]Ｄｒ.ＪＩＮ 第5話

12
15 韓国ドラマシリーズ
[字]Ｄｒ.ＪＩＮ 第6話

第12話
00 衛星劇場シアター
15 ドラマシティ★ソウル180
[C]いけちゃんとぼく
30 グラビアアイドル最前線！～壇蜜SP～
30 「カラスの親指」放送記念 30 レッツ！Ｖシネマ
～騙された!!どんでん返し映画特集Part１ デコトラの鷲 其の四
壇蜜
[C]運命じゃない人
愛と涙の男鹿半島
Ｎｙｍｐｈｏｍａｎｉａ③
［Ｒ１５］

1

2

45 韓流メガシアター
[字]男子取扱説明書

3
15 [字]ニュー！日曜日は楽しい 15

ランニングマン 第159話
0500

4
※

番組案内
30 [字]ジャングルの法則
サバンナ編 第2話
0500

0500

1
30 エンジェルナイト
百日のセツナ 禁断の恋

2

00 グラビアアイドル最前線！ 00 グラビアアイドル最前線！ 3
15 時代劇傑作選
30 エンジェルナイト
大笑い江戸っ子祭
ノーパンＯＬ 社長室の情事
0445
0500
4

視聴年齢制限が設けてある作品があります。事前にお手続きください。また視聴年齢制限が設定されていない受信機器で視聴される場合は、ご加入者本人の責任による管理をお願いします。

週間番組表
２０１４年１月 第２週
6 (月)

衛星劇場シアター

レコメンドアワー

松竹セレクション

名作セレクション

韓流アワー

ワールドフォーカス

ステージアワー

ミッドナイトアワー

7 (火)

8 (水)

9 (木)

10 (金)

11 (土)

12 (日)

0315 時代劇傑作選
4 大笑い江戸っ子祭

5

4

00 韓国ドラマアンコール一挙放送 00 韓国ドラマアンコール一挙放送 00 韓国ドラマアンコール一挙放送 00 韓国ドラマアンコール一挙放送 00 韓国ドラマアンコール一挙放送 00 韓国バラエティ

00 木下惠介アワー リクエストＳＰ

[字]いとしのソヨン

[字]いとしのソヨン

[字]いとしのソヨン

[字]いとしのソヨン

[字]いとしのソヨン

たんとんとん 第13話

第17話

第19話

第21話

第23話

第25話

[字]ニュー！日曜日は楽しい
ランニングマン 第159話

5

30 木下惠介アワー リクエストＳＰ

たんとんとん 第14話
00 木下惠介アワー リクエストＳＰ

6
[字]いとしのソヨン

[字]いとしのソヨン

[字]いとしのソヨン

[字]いとしのソヨン

[字]いとしのソヨン

第18話

第20話

第22話

第24話

第26話

7
30 幻の蔵出し映画館
我が家は楽し

8

30 時代劇傑作選
[C]恩讐を越えて
（原題：龍の岬）

30 松竹映画・名監督の足跡
～小津安二郎生誕110年SP～
非常線の女

30 衛星洋画シアター

40 韓国バラエティ
[字]ジャングルの法則
サバンナ編 第2話

30 松竹映画・名監督の足跡

～大ヒット映画のルーツを探る！～ ～小津安二郎生誕110年SP～

[字]ロスト・ワールド

東京の女

6

たんとんとん 第15話

15 韓国ドラマアンコール一挙放送 15 韓国ドラマアンコール一挙放送 15 韓国ドラマアンコール一挙放送 15 韓国ドラマアンコール一挙放送 15 韓国ドラマアンコール一挙放送

00 時代劇傑作選

30 木下惠介アワー リクエストＳＰ

たんとんとん 第16話
00 衛星デフシアター
日本語字幕放送
[字]男はつらいよ
柴又より愛をこめて
(日本語字幕放送)

7

8

～人気ＴＶシリーズ映画化作品～

45 番組案内
9 00 西部劇クラシックス
[字]拳銃無宿

10

45 衛星落語招待席

45 衛星洋画シアター

45 時代劇傑作選
～大ヒット映画のルーツを探る！～
次郎長意外伝
15 大林宣彦のいつか見た映画館107 大暴れ次郎長一家
[字]キング・コング
25 大林宣彦の
いつか見た映画館 西部劇ＳＰ
[字]コルドラへの道
15 松竹セレクション
30 幻の蔵出し映画館
[C]愛染かつら≪総集編≫
見ないで頂戴お月さま

11 ～年末年始ＳＰ～
桂米福「かつぎや」
30 韓国情報番組
田代親世の
12 韓流総決算２０１３

45 密室劇・群像劇の愉しみ
[C]たそがれ酒場

30 幻の蔵出し映画館
浮世小路

[C]必殺！Ⅲ 裏か表か
00 銀幕のタカラジェンヌ
～松竹映画を彩った女神たち～
[C]踊る摩天楼

45 銀幕のタカラジェンヌ
～松竹映画を彩った女神たち～
[C]純潔革命
15 衛星落語招待席
～年末年始ＳＰ～
入船亭扇治「二番煎じ」
00 幻の西部劇シリーズ
[字]シャイアン
30 衛星バリアフリー放送
第５シーズン 第1話
45 ミニシアターの想い出
45 ミニシアターの想い出
[字]男はつらいよ
～シネ・ヴィヴァン・六本木～ ～シネ・ヴィヴァン・六本木～ 寅次郎恋愛塾
00 幻の西部劇シリーズ
[字]愛の誕生
[字]秘密の子供
(音声解説・日本語字幕放送) [字]シャイアン
第５シーズン 第2話
00 密室劇・群像劇の愉しみ
[C]警察日記

1
30 韓国ドラマシリーズ
[字]お金の化身 第9話

2

45 韓国ドラマシリーズ
3 [字]お金の化身 第10話

4 00 番組案内［歌舞伎］
15 特選歌舞伎
南総里見八犬伝（前）

30 韓国ドラマシリーズ
[字]いばらの花
第45話･第46話

45 韓国ドラマシリーズ
[字]いばらの花
第47話･第48話

00 特選歌舞伎
南総里見八犬伝（後）

30 韓国ドラマシリーズ
[字]優雅な女
～スキャンダルな家族～
第7話
30 韓国ドラマシリーズ
[字]優雅な女
～スキャンダルな家族～
第8話
30 岩波映画セレクション
[C]日本発見「東京都２」
00 特選歌舞伎
道行初音旅～吉野山

30 韓国ドラマシリーズ
[字]わが愛しの蝶々夫人

30 韓国ドラマシリーズ
[字]Ｄｒ.ＪＩＮ 第5話

15 番組案内［歌舞伎］
30 特選歌舞伎
寿式三番叟

45 韓国ドラマシリーズ
[字]Ｄｒ.ＪＩＮ 第6話

第12話

00 松竹歌舞伎アーカイブス
～昭和の名舞台～
絵本太功記～尼ヶ崎閑居

15 松竹歌舞伎アーカイブス
～昭和の名舞台～
連獅子(S45年)

30 衛星劇場シアター
[C]あずみ

30 「カラスの親指」放送記念 30 「カラスの親指」放送記念
～騙された!!どんでん返し映画特集Part２ ～騙された!!どんでん返し映画特集Part２

9 [字]ゴーストライター

[C]ラッシュライフ

1
15 ドラマシティ★ソウル180
30 韓国ドラマシリーズ
[字]大王の夢 第61話

30 韓国ドラマシリーズ
[字]大王の夢 第62話
00 密室劇・群像劇の愉しみ
[C]たそがれ酒場

3
30 劇場への扉
～素晴らしき演劇の世界～
劇団新派「東京物語」

00 デジカメ★ニュース 2014年1月上

4

15 特選歌舞伎
毛抜

45 番組案内［歌舞伎］
00 時代劇傑作選
乱菊物語

5

00 衛星劇場シアター
[C]星に願いを。

6

30 衛星劇場シアター
[C]地下鉄(メトロ)に乗って

7

45 衛星落語招待席
～年末年始ＳＰ～
春風亭柳橋「妾馬」
30 衛星劇場シアター
[C]僕らのワンダフルデイズ

00 「カラスの親指」放送記念
～騙された!!どんでん返し映画特集Part２

[C]約三十の嘘

45 番組案内
00 「男はつらいよ」シリーズ
[C]男はつらいよ
寅次郎真実一路

00 岩波映画セレクション
[C]日本発見「奈良県」
30 衛星劇場シアター
[C]いけちゃんとぼく

8

9

10

10

45 韓流SJS★イム・ホ(前)
11 00 韓国ドラマシリーズ
[字]大王の夢 第61話

45 韓流SJS★イム・ホ(後)
00 韓国ドラマシリーズ
[字]お金の化身 第11話

45 ドラマシティ★ソウル180
00 韓国ドラマシリーズ
00 韓国ドラマシリーズ
[字]いばらの花
[字]優雅な女
第49話･第50話
～スキャンダルな家族～

12 00 韓国ドラマシリーズ
[字]大王の夢 第62話

1

11

12

45 密室劇・群像劇の愉しみ
[字]スルース

30 特選歌舞伎
[字]菅原伝授手習鑑
～車引 <字幕付>
6 00 衛星落語招待席～年末年始ＳＰ～
15 「小さいおうち」公開記念特集 15 韓流メガシアター
橘ノ圓「鹿政談」
15 番組案内
30 密室劇・群像劇の愉しみ 30 「男はつらいよ」シリーズ ～山田洋次・舞台演出作品～ [字]超能力者
[C]警察日記
[C]男はつらいよ
＜シネマ歌舞伎＞
寅次郎恋愛塾
連獅子
7
15 番組案内
30 ミニシアターの想い出
～シネ・ヴィヴァン・六本木～
[字]アメリカの影
8
45 デジカメ★ニュース 2014年1月上

45 新作映画案内
00 韓流メガシアター
[字]ハロー!?ゴースト

2

00 デジカメ★ニュース 2014年1月上

5

10

第11話

45 韓国ドラマシリーズ
[字]わが愛しの蝶々夫人

9

00

15 韓国ドラマシリーズ
[字]お金の化身 第12話

20 韓国ドラマシリーズ
[字]いばらの花
第51話･第52話

みうらじゅんのグレイト余生映画ショー

15 まろんタイムズ
ハレンチヤンキー学園２

30 まろんタイムズ
死んでもいいの 百年恋して

2

45 新作映画案内
3 00 衛星洋画シアター

4 0500
※

第10話
00 レッツ！Ｖシネマ
新 影の軍団
地雷火 第四章

45 エンジェルナイト
ハレンチヤンキー学園

15 韓国ドラマシリーズ
[字]わが愛しの蝶々夫人

00 グラビアアイドル最前線！

東京の宿
0500

0500

30 韓流SJS★イム・ホ(前)
45 韓流SJS★イム・ホ(後)
00 韓国ドラマシリーズ
[字]Ｄｒ.ＪＩＮ 第7話

11

12
15 韓国ドラマシリーズ
[字]Ｄｒ.ＪＩＮ 第8話

第14話
00 衛星劇場シアター
[C]アフロ田中
30

50 韓流メガシアター
[字]私は幸せです

1
30 レッツ！Ｖシネマ
デコトラの鷲 其の参
恋の花咲く清水港

みうらじゅんのグレイト余生映画ショー

00 壇蜜 Ｎｙｍｐｈｏｍａｎｉａ

2

3

③-１［Ｒ１５］

15 [字]ニュー！日曜日は楽しい
30 ～小津安二郎生誕110年SP～ ランニングマン 第160話

00 幻の西部劇シリーズ
[字]シャイアン
第５シーズン 第4話

45 エンジェルナイト
吉沢明歩 誘惑
～あたしを食べて～
30 幻の蔵出し映画館
金語楼純情日記 初恋社長

～大ヒット映画のルーツを探る！～

[字]ジャングル・ブック

第9話
00 韓国ドラマシリーズ
[字]優雅な女
～スキャンダルな家族～

30 ドラマシティ★ソウル180
45 [字] 韓音
00 韓国ドラマシリーズ
00 幻の西部劇シリーズ
[字]わが愛しの蝶々夫人
[字]シャイアン
第５シーズン 第3話
第13話

30 [字]ジャングルの法則
サバンナ編 第3話
0500

30

0500

みうらじゅんのグレイト余生映画ショー

45 怪奇猥談 牡丹燈籠
0500

視聴年齢制限が設けてある作品があります。事前にお手続きください。また視聴年齢制限が設定されていない受信機器で視聴される場合は、ご加入者本人の責任による管理をお願いします。

30 ～小津安二郎生誕110年SP～

浮草物語
0500

4

週間番組表
２０１４年１月 第３週
13 (月)

衛星劇場シアター

レコメンドアワー

松竹セレクション

名作セレクション

韓流アワー

ワールドフォーカス

ステージアワー

ミッドナイトアワー

14 (火)

15 (水)

16 (木)

17 (金)

18 (土)

19 (日)

0330 松竹映画・名監督の足跡
4 ～小津安二郎生誕110年SP～
浮草物語

4
30 衛星落語招待席～年末年始ＳＰ～

橘ノ圓「鹿政談」

5

00 韓国ドラマアンコール一挙放送 00 韓国ドラマアンコール一挙放送 00 韓国ドラマアンコール一挙放送 00 韓国ドラマアンコール一挙放送 00 韓国ドラマアンコール一挙放送 00 韓国バラエティ

00 木下惠介アワー リクエストＳＰ

[字]いとしのソヨン

[字]いとしのソヨン

[字]いとしのソヨン

[字]いとしのソヨン

[字]いとしのソヨン

たんとんとん 第17話

第27話

第29話

第31話

第33話

第35話

[字]ニュー！日曜日は楽しい
ランニングマン 第160話

5

30 木下惠介アワー リクエストＳＰ

たんとんとん 第18話
00 木下惠介アワー リクエストＳＰ

6
[字]いとしのソヨン

[字]いとしのソヨン

[字]いとしのソヨン

[字]いとしのソヨン

[字]いとしのソヨン

第28話

第30話

第32話

第34話

第36話

7
30 幻の蔵出し映画館
若夫婦は朝寝坊

30 時代劇傑作選
[C]獨眼龍政宗

30 時代劇傑作選

40 韓国バラエティ
[字]ジャングルの法則
サバンナ編 第3話

30 劇場への扉

～人気ＴＶシリーズ映画化作品～ ～大ヒット映画のルーツを探る！～ ～アンコールＳＰ～

[C]必殺！５ 黄金の血

8

30 衛星洋画シアター
[字]キング・コング

花組芝居
「聖st.ひばり御殿」

6

たんとんとん 第19話

15 韓国ドラマアンコール一挙放送 15 韓国ドラマアンコール一挙放送 15 韓国ドラマアンコール一挙放送 15 韓国ドラマアンコール一挙放送 15 韓国ドラマアンコール一挙放送

00 衛星洋画シアター

30 木下惠介アワー リクエストＳＰ

たんとんとん 第20話
00 衛星デフシアター
日本語字幕放送
[字]釣りバカ日誌１３
ハマちゃん危機一髪！
(日本語字幕放送)

7

8

～大ヒット映画のルーツを探る！～

[字]ロスト・ワールド
45 番組案内
9 00 西部劇クラシックス
[字]サン・アントニオ

10

00 銀幕のタカラジェンヌ
～松竹映画を彩った女神たち～ 15 松竹映画・名監督の足跡
[C]撃滅の歌
～小津安二郎生誕110年SP～
大人の見る絵本
生れてはみたけれど

00

15 松竹映画・名監督の足跡
～小津安二郎生誕110年SP～
青春の夢いまいづこ
00 松竹映画・名監督の足跡
～小津安二郎生誕110年SP～
東京の女

15 衛星落語招待席～年末年始ＳＰ～

三遊亭笑遊「愛宕山」

11 00 衛星劇場シアター
[C]デンデラ

00 衛星劇場シアター
[C]ＫＴ

00 韓流メガシアター
[字]ちりも積もれば
ロマンス

15 時代劇傑作選
[C]恩讐を越えて
（原題：龍の岬）

45 新作映画案内
00 時代劇傑作選

00 衛星落語招待席～年末年始ＳＰ～

～人気ＴＶシリーズ映画化作品～ 柳亭市馬「粗忽の釘」

[C]必殺４ 恨みはらします

12

30 衛星バリアフリー放送
[字]男はつらいよ
柴又より愛をこめて
(音声解説・日本語字幕放送)

1
15 [字] 韓音
30 韓国ドラマシリーズ
[字]お金の化身 第11話

2

45 韓国ドラマシリーズ
3 [字]お金の化身 第12話

30 韓国ドラマシリーズ
[字]いばらの花
第49話･第50話

50 韓国ドラマシリーズ
[字]いばらの花
第51話･第52話

4 00 歌舞伎座こけら落とし
～最新舞台～
壽曽我対面

15 特選歌舞伎
源氏物語～浮舟（前）

5 00 特選歌舞伎
[字]菅原伝授手習鑑
～車引 <字幕付>
45 団子売
6 00 密室劇・群像劇の愉しみ
[C]たそがれ酒場

7

第10話
30 石丸幹二の
毎日がプルミエール
00 特選歌舞伎
源氏物語～浮舟（後）

30 衛星劇場シアター
[C]青いうた
～のど自慢 青春編～

30 衛星落語招待席～年末年始ＳＰ～

五街道雲助「くしゃみ講釈」
00 幻の西部劇シリーズ
[字]シャイアン
第５シーズン 第3話

45 韓国ドラマシリーズ
[字]わが愛しの蝶々夫人

12

00 ミニシアターの想い出
～シネ・ヴィヴァン・六本木～ 15 [字] 韓音
[字]愛の誕生
30 韓国ドラマシリーズ
[字]大王の夢 第63話

1

2

45 韓国ドラマシリーズ
[字]Ｄｒ.ＪＩＮ 第8話

第14話

00 歌舞伎座こけら落とし
～最新舞台～
近江源氏先陣館
～盛綱陣屋

00 特選歌舞伎
増補双級巴～石川五右衛門

30 特選歌舞伎
お染久松浮塒鴎

15 「小さいおうち」公開記念特集 15 [字] 韓音

～山田洋次・舞台演出作品～
＜シネマ歌舞伎＞
人情噺文七元結

45 衛星落語招待席
～年末年始ＳＰ～
笑福亭三喬「鴻池の犬」
30 衛星劇場シアター
[C]まぶだち

11
15 新作映画案内
30 密室劇・群像劇の愉しみ
[字]スルース

00 幻の西部劇シリーズ
[字]シャイアン
第５シーズン 第4話

30 韓国ドラマシリーズ
45 ミニシアターの想い出
[字]大王の夢 第64話
～シネ・ヴィヴァン・六本木～
[字]秘密の子供
30 石丸幹二の
毎日がプルミエール
00 劇場への扉
～アンコールＳＰ～
30 岩波映画セレクション
狂言
[C]日本発見「東京都２」
ござる乃座 47ｔｈ
00 「釣りバカ日誌」シリーズ
[C]釣りバカ日誌１３
ハマちゃん危機一髪！
00 衛星劇場シアター
[C]僕らのワンダフルデイズ

00 デジカメ★ニュース 2014年1月下

00 松竹歌舞伎アーカイブス～幻の映画～

＜映画＞楼門五三桐
30 「男はつらいよ」シリーズ
[C]男はつらいよ
柴又より愛をこめて

30 韓国ドラマシリーズ
[字]Ｄｒ.ＪＩＮ 第7話

30 韓流メガシアター
[字]ワンドゥギ

15 時代劇傑作選
次郎長意外伝
灰神楽木曾の火祭
00 衛星劇場シアター
[C]オカンの嫁入り

30 衛星劇場シアター
[C]あずみ２ Death or Love

9

10

第13話

45 デジカメ★ニュース 2014年1月上

45 衛星落語招待席

9

第9話
30 韓国ドラマシリーズ
[字]優雅な女
～スキャンダルな家族～

15 番組案内
30 韓国ドラマシリーズ
[字]わが愛しの蝶々夫人

00 番組案内［歌舞伎］
15 特選歌舞伎
[字]身替座禅<字幕付>

8 ～年末年始ＳＰ～
三遊亭圓馬「付き馬」
30 韓流メガシアター
[字]男子取扱説明書

15 ドラマシティ★ソウル181
30 韓国ドラマシリーズ
[字]優雅な女
～スキャンダルな家族～

大林宣彦のいつか見た映画館111

10 大林宣彦の
いつか見た映画館 西部劇ＳＰ
[字]拳銃無宿

00 岩波映画セレクション
[C]日本発見「奈良県」
30 衛星劇場シアター
[C]アフロ田中

3

4

5

6

7

00 ～立川談志ひとり会より～ 8
立川談志「田能久」
30 衛星劇場シアター
プレミア
00 「男はつらいよ」シリーズ [C]ひまわりと子犬の７日間
9
[C]男はつらいよ
寅次郎恋愛塾

10

10

30 [字] 韓音
45 ドラマシティ★ソウル180 45 韓流SJS★イム・ホ(前)
00 韓国ドラマシリーズ
11 00 韓国ドラマシリーズ
[字]大王の夢 第63話
[字]お金の化身 第13話

15 岩波映画セレクション
[C]日本発見「石川県」
45 韓流SJS★イム・ホ(後)
00 韓国ドラマシリーズ
[字]いばらの花
第53話･第54話

12 00 韓国ドラマシリーズ
[字]大王の夢 第64話

15 韓国ドラマシリーズ
[字]お金の化身 第14話

20 韓国ドラマシリーズ
[字]いばらの花
第55話･第56話

1 00 POP POP SEOUL50
15 [字] 韓音
30 レッツ！Ｖシネマ
デコトラの鷲 其の四
2 愛と涙の男鹿半島

30

みうらじゅんのグレイト余生映画ショー

45 まろんタイムズ
ハレンチヤンキー学園２

00 番組案内
15 グラビアアイドル最前線！ 15 松竹映画・名監督の足跡
～小津安二郎生誕110年SP～
45 母を恋はずや
出来ごころ
0500
4 0500

45 エンジェルナイト
百日のセツナ 禁断の恋

第11話
00 韓国ドラマシリーズ
[字]優雅な女
～スキャンダルな家族～
第12話（終）
00 石丸幹二の
毎日がプルミエール
30 まろんタイムズ
死んでもいいの 百年恋して

30 石丸幹二の
毎日がプルミエール
00 韓国ドラマシリーズ
[字]わが愛しの蝶々夫人
第15話

00 幻の西部劇シリーズ
[字]シャイアン
第５シーズン 第5話

15 韓国ドラマシリーズ
[字]わが愛しの蝶々夫人

00 幻の西部劇シリーズ
[字]シャイアン
第５シーズン 第6話

0500

30 [字]ジャングルの法則
サバンナ編 第4話
0500

12
15 韓国ドラマシリーズ
[字]Ｄｒ.ＪＩＮ 第10話

00 衛星劇場シアター
[C]星に願いを。
30 エンジェルナイト
エクスタシー・ドライバー

15 [字]ニュー！日曜日は楽しい

ランニングマン 第161話

45 ドラマシティ★ソウル181
00 韓国ドラマシリーズ
11
[字]Ｄｒ.ＪＩＮ 第9話

第16話

55 韓流メガシアター
00 グラビアアイドル最前線！ [字]超能力者

3

※

30 POP POP SEOUL50
45 ドラマシティ★ソウル181
00 韓国ドラマシリーズ
[字]優雅な女
～スキャンダルな家族～

0500

1
30

みうらじゅんのグレイト余生映画ショー

45 エンジェルナイト
ノーパンＯＬ 社長室の情事

00 エンジェルナイト
ハレンチヤンキー学園

0430

視聴年齢制限が設けてある作品があります。事前にお手続きください。また視聴年齢制限が設定されていない受信機器で視聴される場合は、ご加入者本人の責任による管理をお願いします。

00 番組案内
15 松竹映画・名監督の足跡
～小津安二郎生誕110年SP～
非常線の女
0500

2

3

4

週間番組表
２０１４年１月 第４週
20 (月)

21 (火)

衛星劇場シアター

レコメンドアワー

松竹セレクション

名作セレクション

韓流アワー

ワールドフォーカス

ステージアワー

ミッドナイトアワー

22 (水)

23 (木)

24 (金)

25 (土)

0315松竹映画・名監督の足跡
4 ～小津安二郎生誕110年SP～ 00 松竹映画・名監督の足跡
非常線の女
～小津安二郎生誕110年SP～
東京の女

5

4
30 グラビアアイドル最前線！

00 韓国ドラマアンコール一挙放送 00 韓国ドラマアンコール一挙放送

[字]いとしのソヨン

[字]いとしのソヨン

第37話

第39話

26 (日)

全

停

波

※

00 韓国ドラマアンコール一挙放送 00 韓国ドラマアンコール一挙放送 00 韓国バラエティ

00 木下惠介アワー リクエストＳＰ

[字]いとしのソヨン

[字]いとしのソヨン

たんとんとん 第21話

第41話

第43話

[字]ニュー！日曜日は楽しい
ランニングマン 第161話

5

30 木下惠介アワー リクエストＳＰ

たんとんとん 第22話
00 木下惠介アワー リクエストＳＰ

6
15 韓国ドラマアンコール一挙放送 15 韓国ドラマアンコール一挙放送

15 韓国ドラマアンコール一挙放送 15 韓国ドラマアンコール一挙放送

[字]いとしのソヨン

[字]いとしのソヨン

[字]いとしのソヨン

[字]いとしのソヨン

第38話

第40話

第42話

第44話

7
30 幻の蔵出し映画館
金語楼純情日記 初恋社長

30 時代劇傑作選
乱菊物語

30 時代劇傑作選
[C]必殺！主水死す

8

9

大林宣彦のいつか見た映画館112

40 韓国バラエティ
[字]ジャングルの法則
サバンナ編 第4話

30 衛星洋画シアター
～大ヒット映画のルーツを探る！～

いつか見た映画館 西部劇ＳＰ [字]キング・コング
[字]サン・アントニオ

30 木下惠介アワー リクエストＳＰ

たんとんとん 第24話
00 衛星デフシアター
日本語字幕放送
[字]ひまわりと子犬の７日間
（日本語字幕放送）

00 幻の蔵出し映画館
我が家は楽し

7

8

30 銀幕のタカラジェンヌ
～松竹映画を彩った女神たち～
[C]撃滅の歌

45 衛星洋画シアター

10

30

～人気ＴＶシリーズ映画化作品～ 40 大林宣彦の

6

たんとんとん 第23話

9
15 銀幕のタカラジェンヌ
15 松竹映画・名監督の足跡
～松竹映画を彩った女神たち～ ～小津安二郎生誕110年SP～
[C]純潔革命
非常線の女

～大ヒット映画のルーツを探る！～

[字]美女と野獣

45 松竹映画・名監督の足跡
～小津安二郎生誕110年SP～
出来ごころ

15 松竹映画・名監督の足跡
～小津安二郎生誕110年SP～
母を恋はずや

15 「小さいおうち」公開記念特番

30 時代劇傑作選
[C]獨眼龍政宗

30 時代劇傑作選
[C]恩讐を越えて
（原題：龍の岬）

10

30 衛星落語招待席～年末年始ＳＰ～

古今亭駿菊「黄金餅」
00 密室劇・群像劇の愉しみ
[C]警察日記

11

00 密室劇・群像劇の愉しみ
[C]たそがれ酒場

30 衛星劇場シアター
[C]いけちゃんとぼく

30 密室劇・群像劇の愉しみ
[字]スルース

15 韓流メガシアター
[字]ワンダフル
・ラジオ

12

00 幻の西部劇シリーズ
[字]シャイアン
第５シーズン 第5話

45 ～立川談志ひとり会より～
立川談志「幇間腹」
11
15 衛星劇場シアター
[C]地下鉄(メトロ)に乗って

00 幻の西部劇シリーズ
[字]シャイアン
第５シーズン 第6話

12

00 石丸幹二の
毎日がプルミエール

1

45 衛星落語招待席～年末年始ＳＰ～

1

00 衛星落語招待席～年末年始ＳＰ～

2

古今亭文菊「豊竹屋」
30 韓国ドラマシリーズ
[字]いばらの花
第53話･第54話

30 韓国ドラマシリーズ
[字]お金の化身 第13話

45 韓国ドラマシリーズ
3 [字]お金の化身 第14話

50 韓国ドラマシリーズ
[字]いばらの花
第55話･第56話

林家種平「品川心中」
30 韓国ドラマシリーズ
[字]優雅な女
～スキャンダルな家族～

15 ドラマシティ★ソウル181
30 韓国ドラマシリーズ
30 韓国ドラマシリーズ
[字]わが愛しの蝶々夫人
[字]Ｄｒ.ＪＩＮ 第9話

第15話

第11話
30 韓国ドラマシリーズ
[字]優雅な女
～スキャンダルな家族～

45 韓国ドラマシリーズ
[字]わが愛しの蝶々夫人

第12話（終）

第16話

柳亭市馬「粗忽の釘」
15 特選歌舞伎
曽我綉侠御所染
～御所五郎蔵

00 デジカメ★ニュース 2014年1月下

15 特選歌舞伎
増補双級巴～石川五右衛門

15 特選歌舞伎
毛抜

00 特選歌舞伎
南総里見八犬伝（前）

00 特選歌舞伎
南総里見八犬伝（後）

5

6

00 デジカメ★ニュース 2014年1月下

45 特選歌舞伎
お染久松浮塒鴎

15 「小さいおうち」公開記念特番

30 「カラスの親指」放送記念 30 番組案内
45 ミニシアターの想い出
～シネ・ヴィヴァン・六本木～
7 [C]運命じゃない人
[字]愛の誕生

45 番組案内［歌舞伎］
00 「武士の献立」公開記念
～献立映画特集～
[C]しあわせのかおり

～騙された!!どんでん返し映画特集Part１

～山田洋次・舞台演出作品～
＜シネマ歌舞伎＞
連獅子

[字]大王の夢 第65話

2

30 「小さいおうち」公開記念特集 30 韓国ドラマシリーズ

45 韓国ドラマシリーズ
[字]Ｄｒ.ＪＩＮ 第10話

30 衛星落語招待席～年末年始ＳＰ～

4 00 番組案内［歌舞伎］

30 「小さいおうち」公開記念特集 30 韓国ドラマシリーズ

30 松竹歌舞伎アーカイブス
～昭和の名舞台～
連獅子(S45年)

15 特選歌舞伎
女暫

[字]大王の夢 第66話

3

30 石丸幹二の
毎日がプルミエール
00 「小さいおうち」公開記念特集 00 韓国ミュージカルの
～山田洋次・舞台演出作品～ 華麗なる世界
劇団新派「東京物語」
[字]ミュージカル
千番目の男
主演：サンドゥル
（B1A4）版

15 POP POP SEOUL50
30 韓流メガシアター
[字]私は幸せです

5

15 「小さいおうち」公開記念特番

～人気ＴＶシリーズ映画化作品～ 30 衛星劇場シアター

[C]必殺！５ 黄金の血

[C]武士の家計簿

45 衛星劇場シアター
[C]デンデラ

00 衛星落語招待席～年末年始ＳＰ～

8

4

6
15 時代劇傑作選

30 韓流メガシアター
[字]男子取扱説明書

～山田洋次・舞台演出作品～
＜シネマ歌舞伎＞
人情噺文七元結

7

8

柳家権太楼「猫の災難」
30 ミニシアターの想い出
30 「釣りバカ日誌」シリーズ
～シネ・ヴィヴァン・六本木～ 45 「小さいおうち」公開記念特番 [C]釣りバカ日誌１３
45 番組案内
[字]チャイニーズ・ブッキーを 00 「武士の献立」公開記念 ハマちゃん危機一髪！
00 「男はつらいよ」シリーズ 00 衛星劇場シアター
殺した男
～献立映画特集～
[C]男はつらいよ
[C]アフロ田中
[C]恋するナポリタン
柴又より愛をこめて

15 「小さいおうち」公開記念特番

30 衛星劇場シアター
[C]ハラがコレなんで

9

9

～世界で一番おいしい愛され方～

10

10

30 韓流SJS★イム・ホ(前)
45 ドラマシティ★ソウル181 45 韓流SJS★イム・ホ(後)
00 韓国ドラマシリーズ
11 00 韓国ドラマシリーズ
[字]大王の夢 第65話
[字]お金の化身 第15話

00 韓国ドラマシリーズ
[字]いばらの花
第57話･第58話

00 韓国ドラマシリーズ
[字]奇皇后 第1話

20 韓国ドラマシリーズ
[字]いばらの花
第59話･第60話

15 韓国ドラマシリーズ
[字]奇皇后 第2話

30 ドラマシティ★ソウル181
45 POP POP SEOUL50
00 韓国ドラマシリーズ
00 幻の西部劇シリーズ
[字]わが愛しの蝶々夫人
[字]シャイアン
第５シーズン 第7話
第17話

12 00 韓国ドラマシリーズ
[字]大王の夢 第66話

15 韓国ドラマシリーズ
[字]お金の化身 第16話

15 韓国ドラマシリーズ
[字]わが愛しの蝶々夫人

0130
45 まろんタイムズ
ハレンチヤンキー学園２

2
30 グラビアアイドル最前線！～壇蜜SP～

壇蜜
3 Ｎｙｍｐｈｏｍａｎｉａ③
［Ｒ１５］
45 番組案内
4 0400

全

停

波

11

12
15 韓国ドラマシリーズ
[字]Ｄｒ.ＪＩＮ 第12話

第18話

1 00 レッツ！Ｖシネマ
新 影の軍団
地雷火 第四章

00 幻の西部劇シリーズ
[字]シャイアン
第５シーズン 第8話

00 韓国ドラマシリーズ
[字]Ｄｒ.ＪＩＮ 第11話

30 エンジェルナイト
ハレンチヤンキー学園

30

みうらじゅんのグレイト余生映画ショー

00 衛星劇場シアター
[C]青いうた
～のど自慢 青春編～

45 エンジェルナイト
ノーパンＯＬ 社長室の情事

1
30

みうらじゅんのグレイト余生映画ショー

45 エンジェルナイト
人妻家政婦～ふるえる唇～

2

00 壇蜜 Ｎｙｍｐｈｏｍａｎｉａ

3

※
00 石丸幹二の
15 [字]ニュー！日曜日は楽しい 毎日がプルミエール
ランニングマン 第162話
30 [字]ジャングルの法則
サバンナ編 第5話
0500
0500

50 韓流メガシアター
[字]ちりも積もれば
ロマンス

0500

00

みうらじゅんのグレイト余生映画ショー

15 エンジェルナイト
やればやるほどいい気持ち

30 ～小津安二郎生誕110年SP～

0430

青春の夢いまいづこ
0500

※

視聴年齢制限が設けてある作品があります。事前にお手続きください。また視聴年齢制限が設定されていない受信機器で視聴される場合は、ご加入者本人の責任による管理をお願いします。

※

全プラットフォームにて、1/21(火)深1:30～翌前7:30の間、メンテナンスのため放送休止となります。詳しくはEPG等でご確認ください。

③-２［Ｒ１５］

4

週間番組表
２０１４年１月 第５週
27 (月)

衛星劇場シアター

レコメンドアワー

松竹セレクション

名作セレクション

韓流アワー

ワールドフォーカス

ステージアワー

ミッドナイトアワー

28 (火)

29 (水)

30 (木)

31 (金)

1 (土)

0330 松竹映画・名監督の足跡
4 ～小津安二郎生誕110年SP～
青春の夢いまいづこ

4

全

停

波

※

5 00 西部劇クラシックス

00 韓国ドラマアンコール一挙放送 00 韓国ドラマアンコール一挙放送 00 韓国ドラマアンコール一挙放送

[字]プロフェッショナル

[字]いとしのソヨン

[字]いとしのソヨン

[字]いとしのソヨン

第45話

第47話

第49話

00

6

波

※

15 韓国ドラマアンコール一挙放送 15 韓国ドラマアンコール一挙放送 15 韓国ドラマアンコール一挙放送

[字]いとしのソヨン

[字]いとしのソヨン

第46話

第48話

[字]いとしのソヨン
第50話（終）

7 00 岩波映画セレクション ※ 00 時代劇傑作選
次郎長意外伝
灰神楽木曾の火祭

7
30 幻の蔵出し映画館
伊豆物語

～大ヒット映画のルーツを探る！～

[字]ロスト・ワールド

大林宣彦のいつか見た映画館111 30 劇場への扉
40 大林宣彦の
～素晴らしき演劇の世界～
いつか見た映画館 西部劇ＳＰ ネビュラプロジェクト
[字]拳銃無宿
プロデュース公演
「シレンシオ」

30

45 幻の蔵出し映画館
若夫婦は朝寝坊

9
15 時代劇傑作選

00

15 松竹映画・名監督の足跡
～小津安二郎生誕110年SP～
浮草物語

～人気ＴＶシリーズ映画化作品～

[C]必殺！Ⅲ 裏か表か
00 銀幕のタカラジェンヌ
～松竹映画を彩った女神たち～
[C]踊る摩天楼

10

5

6
停

[C]日本発見「東京都２」
30 石丸幹二の
毎日がプルミエール ※
8 00 衛星洋画シアター

2 (日)

45 松竹映画・名監督の足跡
～小津安二郎生誕110年SP～
東京の宿

大林宣彦のいつか見た映画館112

8

9

10 大林宣彦の
いつか見た映画館 西部劇ＳＰ
[字]サン・アントニオ

10

45 時代劇傑作選
～人気ＴＶシリーズ映画化作品～

11

[C]必殺４ 恨みはらします
30 密室劇・群像劇の愉しみ
[C]警察日記

12

45 衛星劇場シアター
[C]まぶだち

1
30 韓国ドラマシリーズ
[字]お金の化身 第15話

2

45 韓国ドラマシリーズ

3 [字]お金の化身 第16話

30 韓国ドラマシリーズ
[字]いばらの花
第57話･第58話

50 韓国ドラマシリーズ
[字]いばらの花
第59話･第60話

4 00 特選歌舞伎
源氏物語～浮舟（前）

15 松竹歌舞伎アーカイブス
～昭和の名舞台～
絵本太功記～尼ヶ崎閑居

5
30 特選歌舞伎
源氏物語～浮舟（後）

[字]ゴーストライター

00 岩波映画セレクション
[C]日本発見「奈良県」
30 韓国ドラマシリーズ
[字]奇皇后 第1話

45 韓国ドラマシリーズ
[字]奇皇后 第2話

00 特選歌舞伎
歌舞伎座閉場式
「都風流」
「京鹿子娘道成寺」
「口上」

7

＜映画＞楼門五三桐
～山田洋次・舞台演出作品～
30 ミニシアターの想い出
劇団新派「東京物語」
～シネ・ヴィヴァン・六本木～
[字]秘密の子供

30 韓流メガシアター
[字]超能力者

15 番組案内
30 衛星劇場シアター
[C]星に願いを。

30 韓国ドラマシリーズ
[字]わが愛しの蝶々夫人

30 韓国ドラマシリーズ
[字]Ｄｒ.ＪＩＮ 第11話

2

45 韓国ドラマシリーズ
[字]わが愛しの蝶々夫人

45 韓国ドラマシリーズ
[字]Ｄｒ.ＪＩＮ 第12話

3

第18話

00 松竹歌舞伎アーカイブス～幻の映画～ 00 「小さいおうち」公開記念特集

15 「小さいおうち」公開記念特番

1

第17話

45 デジカメ★ニュース 2014年1月下

8

[C]ラッシュライフ

12

6
30 密室劇・群像劇の愉しみ
[字]スルース

11
15 「カラスの親指」放送記念 15 「カラスの親指」放送記念
～騙された!!どんでん返し映画特集Part２ ～騙された!!どんでん返し映画特集Part２

00 特選歌舞伎
曽我綉侠御所染
～御所五郎蔵

00 歌舞伎座こけら落とし
～最新舞台～
近江源氏先陣館
～盛綱陣屋

4

5

45 番組案内［歌舞伎］
00 韓流メガシアター
[字]私は幸せです

00 時代劇傑作選

6

～人気ＴＶシリーズ映画化作品～

[C]必殺！主水死す

7

45 衛星落語招待席
～年末年始ＳＰ～
15 「小さいおうち」公開記念特番 15 「小さいおうち」公開記念特番 桂小南治「源平盛衰記」
30 衛星劇場シアター
30 衛星劇場シアター
30 衛星劇場シアター
[C]インスタント沼
[C]僕らのワンダフルデイズ
[C]いけちゃんとぼく

8

9

9

10

10

30 石丸幹二の
45 ドラマシティ★ソウル181 毎日がプルミエール
00 韓国ドラマシリーズ
11 00 韓国ドラマシリーズ
[字]大王の夢 第67話
[字]お金の化身 第17話

45 POP POP SEOUL50
00 韓国ドラマシリーズ
[字]いばらの花
第61話･第62話

30 ドラマシティ★ソウル181
45 韓流SJS★イム・ホ(前)
00 韓国ドラマシリーズ
[字]奇皇后 第3話

30 POP POP SEOUL50
45 韓流SJS★イム・ホ(後)
00 韓国ドラマシリーズ
[字]わが愛しの蝶々夫人
第19話

12 00 韓国ドラマシリーズ
[字]大王の夢 第68話

12
15 韓国ドラマシリーズ
[字]お金の化身 第18話

20 韓国ドラマシリーズ
[字]いばらの花
第63話･第64話

15 韓国ドラマシリーズ
[字]奇皇后 第4話

15 韓国ドラマシリーズ
[字]わが愛しの蝶々夫人
第20話

1 00

1

停

波 ※

30 エンジェルナイト
ハレンチヤンキー学園

2

3 0300

45 [字] 韓音
00 エンジェルナイト
ノーパンＯＬ 社長室の情事

00 「小さいおうち」公開記念特番

15 ～小津安二郎生誕110年SP～ 15 [字]ニュー！日曜日は楽しい

全

4

11

停

波 ※

大人の見る絵本

ランニングマン 第163

生れてはみたけれど
0500

0500

30 エンジェルナイト
百日のセツナ 禁断の恋

30 まろんタイムズ
死んでもいいの 百年恋して

2

00 グラビアアイドル最前線！ 00 韓国情報番組
田代親世の
30 [字]ジャングルの法則
韓流総決算２０１３
サバンナ編 第6話
0500
0500

※

視聴年齢制限が設けてある作品があります。事前にお手続きください。また視聴年齢制限が設定されていない受信機器で視聴される場合は、ご加入者本人の責任による管理をお願いします。

※

全プラットフォームにて、1/27(月)深3:00～翌前6:00の間、スカパー！(ch.219)では1/27(月)深1:00～深3:00、1/28(火)6:00～7:00の間、
ひかりTVでは1/27(月)前7:00～前8:00の間、メンテナンスのため放送休止となります。詳しくはEPG等でご確認ください。
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4

