
地域のコミュニティ番組情報 ◆詳しくはP2・3へ 

今月のおすすめ番組情報 ◆詳しくはP3へ

プロ野球イースタン・リーグ公式戦
千葉ロッテマリーンズ
主催試合 生中継

5月のコミュニティチャンネルも見どころいっぱいでお届けします！
オススメ番組！

日本酒大好き！伊藤京子と久下真以子 女子アナ2人の酒蔵旅 ！

くげ まいこ
久下真以子
（女子アナ） いとうきょうこ

伊藤京子
（女子アナ）

女子旅  ちば銘酒探訪Ⅱ女子旅  ちば銘酒探訪Ⅱ

5/7～毎週土曜日放送
地デジ 11ch  詳しくはP4へ

今回は君津市久留里を旅します！

房総ご当地キャラバン
～観光＆グルメ！～ 

5/16～23放送
地デジ 11ch  詳しくはP5へ

白子町編の第2弾！白子町編の第2弾！白子町編の第2弾！白子町編の第2弾！白子町編の第2弾！5月の房総ご当地キャラバンは

デリバリースタジオ☆296で放送
コンテナハウスの街
“TOMISATO BASE”
地域のコミュニティ番組情報 ◆詳しくはP2へ

栄町長選挙開票速報

からのお知らせ
®®

ケーブルネット296では、新型コロナウイルス感染症に関連する千葉県内・296
エリア内の情報を「296ニュース」「L字放送」「新型コロナウイルス関連情報番組」
「データ放送」「ホームページ」「ツイッター」などで随時お届けしています。

※詳しくはP4をご覧ください。

ケーブルネット296 コミュニティチャンネルでしか見られない地域の番組 盛り沢山！

ニイ･キュウ･ロク･ナビ

ケーブルテレビの魅力いっぱい！ 地域を楽しくする情報誌 株式会社 広域高速ネット二九六
通話
無料0120（533）296

受付時間／9：00～18：00
※当社ではお問い合わせ内容の把握や、サービス改善などに利用するため通話を記録
させていただきます。予めご了承下さい。

2022
May 296

豪華なプレゼントあり！！

®
®5

®



2 ※掲載している情報は2022年4月現在のものであり、情報が予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。

シネマサンシャイン ユーカリが丘で
上映中の最新シネマの見どころを

ご案内します

※シネマサンシャイン ユーカリが丘では新型コロナウイルス対策を実施し営業中。
  ご来場のお客様にマスクの着用をお願いしております。営業時間や公開日は変更に    
  なる可能性があります。最新の情報はホームページをご確認ください。

cinemasunshine.co.jp/

データ放送サービス  地デジ11ch 「dボタン」を押す
  →くらしの情報
  →イベント情報「映画」

ホームページ

おトクな割引サービス
◆毎月1日：ファーストデイ・・・・・・・・・・・・￥1,200
◆毎週水曜日：シネマサンシャインデイ・・￥1,200
　　　　　　　　　　　　　  ※高校生以下￥1,000
◆夜20時以降：レイトショー ・・・・・・・・・・￥1,400
◆ペア50割：性別問わずどちらかが50歳以上なら
                  お二人ご一緒で・・・・・・・・・・￥2,600
◆60歳以上：シニア・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,200
◆誕生月割引：誕生月にご来店のご本人様・・￥1,200

読者プレゼント
※詳しくは
  P11へ！

映画情報
今月のオススメ

3D作品：通常の鑑賞料金プラス400円となります

デリバリースタジオ☆296にて放送中

©2022 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
青山剛昌の人気漫画を原作にしたアニ
メの劇場版シリーズ第25弾。
警察庁警備局警備企画課に所属する降
谷零は、脱獄した連続爆破事件の犯人
を追跡していた。因縁の相手を追い詰
めた降谷だが、そこへ現れた謎の人物
に首輪爆弾を着けられてしまう。爆弾
を解除しようとする江戸川コナンは、正
体不明の仮装爆弾犯「プラーミャ」と一
連の事件の関連を知る。

絶賛公開中

名探偵コナン　
ハロウィンの花嫁

©2022横幕智裕・モリタイシ／
集英社・映画「ラジエーションハウス」製作委員会

放射線科が舞台の同名漫画を原作に、
放射線技師という裏方の活躍に焦点
をあてた新たな医療エンタテインメン
トとして人気を博した医療ドラマの劇
場版。

4/29（金祝）公開

劇場版
ラジエーションハウス ホリック xxxHOLiC

4/29（金祝）公開

©2022映画「ホリック」製作委員会
©CLAMP・ShigatsuTsuitachi CO.,LTD. ／講談社

累計1400万部超のCLAMPの伝説的
大ヒットコミックを蜷川実花監督が“初”
実写映画化！神木隆之介、柴咲コウが
W主演。松村北斗、玉城ティナ、磯村勇
斗、吉岡里帆などの豪華キャストを迎え
芸術的なまでの美しい画と深いメッ
セージ性に富むCLAMPの世界を圧巻
のビジュアルで映像化。

放送日時 15日… 21：30～生放送 特別番組

選挙
特番

栄町長選挙開票速報 番組では、5月15日（日）の21:30から、任期満了
に伴う栄町長選挙の開票速報を開票終了まで生
放送でお伝えします。

デリバリースタジオ☆296  で

地上デジタル11ch デジタルCATV302ch

コロナ禍でテイクアウトやドライブスルーを利用する人が増えている中、富里市に今までにない 
新しい形の複合施設がオープンしました！コンテナの店舗が集まる、その名も“TOMISATO 
BASE”。フォトジェニックな屋外空間にお持ち帰りメインの飲食店や野菜の直売店など13店舗
が揃っています。開放的な屋上テラスでの飲食も可能！今回はコロナ禍だからこそ誕生した新し
いスタイルの複合施設“TOMISATO BASE”を徹底リポートします！

 月～金 … 10：30／17：30／20：30  土・日 … 11：30／18：30／22：30  放送

5/2～
放送！ 

コロナ禍に誕生したテイクアウト特化型施設
コンテナハウスの街“TOMISATO BASE”

日本では珍しい、ザクカリ食感の韓国風フ
ライドチキンが幅広い世代から人気！本場
韓国出身のスタッフが、甘辛いヤンニョム
ソースやガーリック・12種類のスパイスを
使用した本格的な味をお届け。３種の味付
けを皆でシェアしちゃおう。

GALO KITCHEN 5

無料屋上デッキあり

ドライブスルー対応

成田駅近くの和食イタリアンのお店
「HANAICHI 871」によるスープカレー専
門店。本場北海道仕込みの和風魚介出汁
とスパイスが生み出す複雑な味わいがたま
らない！地場野菜がたっぷり入っていて、食
べごたえもばっちり。

Funky Curry 4
ドライブスルー対応

韓国ではサツマイモスイーツが大人気。
店名のこぐまかぺは韓国語で「こぐま＝サツ
マイモ」「かぺ＝カフェ」のこと。成田で採れ
る希少な「大栄愛娘」など地元農家から仕
入れたサツマイモを、濃厚な焼き芋スイー
ツとして提供している。

こぐまかぺ 成田富里店 7

無料屋上デッキあり

ドライブスルー対応
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千葉ロッテマリーンズ主催試合 生中継
プロ野球イースタン・リーグ公式戦

千葉ロッテマリー
ンズ公式ホーム
ページにてファー
ム戦の試合予定
および試合結果
をご確認いただ
けます。

地デジ

で放送

5月放送の試合▶

※天候等の理由により、試合並びに放送日程が変更となる場合があります。
※ケーブルネット296のホームページで最新の試合結果がご覧いただけます。※生中継放送中は地デジ10chの通常番組はお休みさせていただきます。

ケーブルネット296の地デジ10chで2022年度プロ野球イースタン・リーグ公式戦のうち千葉ロッテマリーンズ主催試合を
生中継！各日とも地デジ10chにて試合開始10分前から最大延長17：30まで放送いたします。
テレビでロッテファーム戦（二軍）が見られるのはケーブルネット296だけ！ぜひ地デジ10chで試合をお楽しみください。

12：30試合開始
12：20～生中継

ロッテ 対 楽天
5/1（日）

13：00試合開始
12：50～生中継

ロッテ 対 巨人
5/10（火）

13：00試合開始
12：50～生中継

ロッテ 対 巨人
5/11（水）

13：00試合開始
12：50～生中継

ロッテ 対 巨人
5/12（木）

13：00試合開始
12：50～生中継

ロッテ 対 楽天
5/13（金）

12：30試合開始
12：20～生中継

ロッテ 対 楽天
5/15（日）

13：00試合開始
12：50～生中継

ロッテ 対 DeNA
5/27（金）

13：00試合開始
12：50～生中継

ロッテ 対 DeNA
5/28（土）

13：00試合開始
12：50～生中継

ロッテ 対 DeNA
5/29（日）

13：00試合開始
12：50～生中継

ロッテ 対 楽天
5/14（土）

13：00試合開始
12：50～生中継

ロッテ 対 日ハム
5/31（火）

地デジ11chのデータ放送でお店情報をご確認いただけます。※最新の店舗・営業情報はホームページ等でご確認ください。

TOMISATO BASE

カラフルで可愛らしい外
観が写真映え間違いな
しのハワイアンカフェ。
ハワイのビールや雑貨も
購入できる。

イタリア・台湾・アジアの
３つのレストランのシェ
フが、ここでしか食べら
れない限定メニューをお
届け。

佐倉と成田の農家による
朝採り野菜の直売所。
生産者から野菜の特徴
やオススメの食べ方を聞
くこともできる。

HotDogBAR QOLCOCO

わたしの作る一品料理 八百武 ROY’s FARM

住所：富里市七栄532-279　電話：0120-848-535（運営 株式会社創家）

営業時間：10：00～ 22：00　定休日：無休　駐車場：26台　ペット同伴OK

最寄り：京成成田駅から車で約10分

※各店舗で営業時間・定休日が異なります。

詳細は各店舗のSNS等でご確認ください。

ト ミ サ  ト　　　ベース

Instagram

ホームページ

ドライフラワーのように
盆栽に手を加え完成さ
せた手入れ不要の観賞
用枯れ盆栽を展示販売
するギャラリー。

ドライ盆栽

皆でワイワイ楽しくを合
言葉に、その名の通り1
品500円程度で飲んで
食べられる「せんべろ」の
ようなバー。

ONE COIN BAR 500’ｓ

日本で数少ないアメリ
カ・テキサス州の燻製料
理専門店。16時間かけ
て調理し旨味が凝縮され
た牛肉料理
が楽しめる。

T’ｓ ＢＢＱ

生臭さが無くうま味の濃
い天然マグロを使用した
丼や定食がリーズナブル
な価格で楽しめるとマグ
ロ好きから
大好評。

まぐろの漬け丼屋9215

やみつきになるカルビと
餃子が自慢の栄町のお
弁当屋さんが出店！お手
頃価格で楽しめファンを
増やしている。

やがちゃんキムチ富里店 

有料屋上デッキあり

フルーツ輸入商社がお
届けする、果物の甘さが
溶けだした贅沢な味わい
のフルーツティーが女性
から人気！

フルーツティーストリーム ジャパン 

無料屋上デッキあり

読者プレゼントあり
※詳しくはP11へ！

好みの長さ・形にすること
ができるスカルプネイル
の専門店。お手軽価格で
デザイン性の高いネイル
が楽しめる。

Nail Salon Laule’a

1 2 3 6 8

9 10 11 1312

フリー
スペース

フリー
スペース

スタッフ専用駐車スペース
ドライブスルー※

ド
ラ
イ
ブ
ス
ル
ー※

P 駐車スペース

❶

❷ ❸ ❹

❻

❼
❽❾

❺

10

13

12

11

❷❹❺❼のみドライブスルーも対応しています。※

ドライブスルー対応
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チャンネル296地域に密着したニュースや出来事をお届けします地上デジタル11ch

デジタルCATV302ch

観光

放送
日時 曜日更新土第1

女子旅  ちば銘酒探訪Ⅱ女子旅  ちば銘酒探訪Ⅱ
 （30分番組）

毎週土曜日 5/7～
10：00／17：00／20：00

放送
日時 曜日更新日第3

建築

デザイン性、機能性、周辺の環境との融和など様々な
要素を含んだ現代建築。番組では千葉県内の優れた
建築物の魅力を紹介します！

建築遺産 （30分番組）

日曜日 
10：00／17：00／20：00

5/15・22・29
柏の葉T-SITE （柏市）

土谷映未
番組ナビゲーター

蔦屋書店を中心に、豊かな暮らしを提案してくれる複合商業施設。
5つの三角屋根が連なる2階建ての本館では、1階が大人向け、2階は子供向けと
ジャンルを分け、さらにペット同伴が可能なエリアもあり、世代を特定せず誰もが
楽しめるような空間がひろがります。 天乃原

大吟醸
天乃原
大吟醸

ケーブルネット296による新型コロナウイルス感染症に関する情報発信ケーブルネット296による新型コロナウイルス感染症に関する情報発信
身近なエリアの最新の情報をお届けしています！

「L字放送」は地デジ11chに合わせると
常時ご覧いただけます。主に緊急性の高
い情報を随時発信しています。

テレビ画面の上側・左側のＬ字のオビ
部分でお届けしている文字情報です。L字放送とは？

地デジ11ch L字放送

※画像は4月時点の情報です。

〈主な配信内容〉 ワクチン接種関連情報／千葉県内・296エリア内の感染
者数／千葉県内のPCR検査実施状況／症状が出た際の電話相談窓口／
最新の地域ニュース など

番組内では296エリア内の居住地別の感染者数や千葉県内の感染状況、各自治体の
支援情報、感染症対策など日々の生活に役立つ様々な情報を毎日更新しています。
千葉県や各自治体で発表している最新の情報をまとめてご覧いただけます。

296エリア内の最新の感染者数 毎日更新

感染者情報 感染者状況

ワクチン接種関連情報

※画像は4月時点の情報です。296ニュースでも最新の感染者数情報を発信しています。

放送
日時 毎日更新（25分番組） 月～金 … 9:00／16：30／21：30

土・日 … 9:00／15：30／20：30

地デジ11ch 新型コロナウイルス関連情報番組

296ホームページ®

パソコンやスマホでも296のホームページから最新の情報を
ご覧いただけます。https://www.catv296.co.jp/

ツイッターでも毎日情報発信中！
296

®

296マスコットキャラクター つくるくん

@tsukurukunn
Twitter

「データ放送」は地デジ
11chに合わせてリモコン
の「d」ボタンを押すといつ
でもご覧いただけます。 ※「ｄ」ボタンの位置や表記は

機種によって異なります。

地デジ11chに
合わせたら
リモコンの

ボタンを押す

ご利用案内

新型コロナ
ウイルス
情報

新型コロナ
ウイルス
情報

地デジ11ch データ放送

画像提供：柏の葉T-SITE

千葉県内にある酒蔵を巡り、地酒とともに地元ならではの“酒の肴”に舌鼓！
日本酒大好き！伊藤京子と久下真以子 女子アナ2人の酒蔵旅！
今回のロケ地は、房総半島のほぼ中央に位置する “君津市久留里”。
「久留里の水」は、千葉県で唯一「平成の名水百選」に選ばれた名水として知ら
れ、古くから酒造りに使われてきた。訪れる酒蔵は、明治18年（1885年）創業、
代表銘柄「天乃原」で知られる「須藤本家」。蔵の敷地内に地下500ｍから自噴
する「久留里の水」を仕込み水に使った酒は、まろやかですっきりとした湧き水の
味の特徴が表れている。須藤本家では、日本酒だけでなく、焼酎や千葉県初の
地ウイスキー「房総ウイスキー」を製造し、人気を集めている。

あまのはら すどうほんけ

くげ まいこ
久下真以子
（女子アナ）

いとうきょうこ
伊藤京子
（女子アナ）

天乃原
純米大吟醸
天乃原

純米大吟醸 房総
ウイスキー
房総

ウイスキー

つちや えいみ
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チャンネル296を見るには

詳しくはケーブルネット296までお問い合せください。
見られない！
そんな時は…11ch

地上 TVまたはSTBリモコンの 
　　　　　　ボタンを押してください11ch地上

押す

押す

※チャンネル296を見るにはご契約が必要です。

チャンネルの受信設定が必要になります。

0120-533-296 （年中無休 9:00～18:00）☎☎
※リモコンのボタンの位置や表記
は機種によって異なります。

コミュニティチャンネルのコミュニティチャンネルのコミュニティチャンネルのコミュニティチャンネルの

@tsukurukunn@tsukurukunn 296
ケーブルネット296
マスコットキャラクター

スタッフしか知らな
い番組の裏話や地域
のおすすめスポット
情報をツイッターで
つぶやき中！

®

Twitter

らーばんねっと・ケーブルネット296 共同制作番組

5/2【20時】～5/9【17時】放送

5/16【20時】～5/23【17時】放送

海の幸・山の幸に舌鼓！ 癒しの絶景に感動！ 
房総の魅力が満載！！「さとう珠緒」「照英」「花咲れ
あ」が、千葉県のおすすめスポットを徹底リポート！

房総ご当地キャラバン ～観光＆グルメ！～
白子町編 第2弾  

5/30【20時】～放送

（15分番組）

5/9【20時】～5/16【17時】放送 ／ 5/23【20時】～5/30【17時】放送

県政をより身近にー。
千葉県が取り組んでいる文化、芸術、スポーツ、観光、産業、教育、
福祉、まちづくりなどの政策や、いま伝えたいメッセージなどを、
熊谷俊人千葉県知事に出演いただき、県民に伝える番組！
県政情報・施策や県民の関心事はもちろん、熊谷知事の人となり
も垣間見られるような魅力ある情報を発信します。

千葉県知事 熊谷俊人氏
アナウンサー
坂上未樹

（15分番組）

千葉県ケーブルテレビ協議会共同制作番組

ちばのミライ
～知事室へようこそ～

四街道市消防本部初！ ポンプ車機関員女性第１号 ～花輪未結、24歳～

新たな千葉県総合計画

千葉の海の魅力

今年１月、四街道市消防本部女性初の『ポンプ車機関員』となった
花輪未結さん（24）。高校卒業後、やりたいことが見つからず転職を
繰り返していた彼女は母親の勧めで入った地元の消防団で消防の
仕事に興味を持ち２１歳の時に消防士になりました。
そんな彼女は消防士のことを“天職”だと話します。
消防の仕事にのめり込んだ彼女の思いとは…。

5/23【20時】～

5/9【20時】～

佐倉市で初のプロゴルファー誕生
桑山紗月プロ

毎年600人以上が参加し、合格率は約3％と言われるプロ
テスト。去年11月に開催された女子ゴルフのプロテストに
佐倉市出身の桑山紗月さんが合格し、市内で初のプロゴ
ルファーとなりました。番組では彼女がプロになるまでを
振り返り、新たな目標に向かう桑山さんに話を伺いました。

さとう 珠緒 照英 花咲 れあ

放送
日時 曜日更新土第1

第3

5/7～5/20

5/21～

チームの裏側、選手の素顔を地元千葉市
出身の小尾渚沙アナウンサーがリポート！
優勝目指すマリーンズを地元から応援！
マリーンズファンの熱狂もお伝えします！
さらに最新グッズ・スタジアムグルメ情報な
ど、マリーンズが更に好きになる情報満載
でお届けします。地デジ10chで放送中の
千葉ロッテマリーンズファーム（２軍）戦と
合わせてお楽しみください。

ⒸC.L.M.

スポーツ

月～金 … 15：30／22：30
土・日… 14：30
※1・8日は10：00／17：00／20：00も放送いたします。

放送
日時 ～ 毎日 20:00 更新金月

古澤 哲也半澤 実穂 前田 真里服部 恵美橋永 晶子 吉田 奈央齋藤 菜月

毎週 月・火・水・木・金曜日の20時に放送内容を更新します。
土日は金曜日20：00放送回と同じ内容を放送致します。

「地域の今」をより迅速にお届け！
地域の身近な情報満載の最新ニュースを
視聴者のみなさまに分かり易くお伝えします。
◀296ニュース
キャスター７名

月曜～金曜日まで毎日更新！

月～金 … 10：00／17：00／20：00   土・日 … 11：00／18：00／22：00   

296ニュースでは、地域のニュースをお届けするほかに、地域の話題をさまざまな角度で取り上げるミニコーナーを
週替わりでお届けします！ 毎週面白い企画が目白押し！▼

296ニュース  （30分番組）ニュース

296ニュース ミニコーナー

296ニュースでは、佐倉警察署、四街道警察署、印西警察署、千葉東警
察署の各警察署からの交通安全情報や防犯情報など、 地域の皆さまに
役立つ情報をお届けしています。 ※各警察署からの情報は週替わりで放送。

296ニュース 
　 警察インフォメーション

昭和
歌謡

5/7～
カワイイ曲 特集

放送
日時 曜日更新土第1

歌手 松岡英明、伊藤美裕と浅草マルベル堂店長・ 武田 仁。昭和歌謡を
愛する出演者3名が毎回テーマに沿った思い出の曲を語り合う番組です。

神保町昭和歌謡倶楽部 （30分番組）
 制作：東京ケーブルネットワーク

月～金 … 14：30
土・日 … 17：30

白子町編第2弾！

昇進披露興行真っ最中の律歌さんの落語を聞いて
シメは白子温泉露天風呂！！お楽しみに♡

マ　リ　ー　ン　ズ　　　　　　フ　リ　ー　ク　ス

MARINES FREAKS
 （30分番組） 制作：J:COM千葉

更
新
日

りっか

◀落語家 三遊亭律歌さん
5月の案内人は

今が旬の白子たまねぎを使った
絶品ご当地グルメを堪能♪

5月の房総ご当地キャラバンは

提供：四街道市消防本部

くわやま さつき

はなわ みゆ
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地域の“今”が見える…地域の今をありのままに切り取り記録する、地域
から発信するドキュメンタリー番組。

放送
日時 曜日更新月第4

 （45分番組）

5/23～

ドキュメン
タリー

ふるさと発！ ドキュメント
地域∞無限大

5/2～5/8 5/9～5/15
企画展示 「中世武士団
－地域に生きた武家の領主－」B

特集展示 「亡き人と暮らす －位牌・
仏壇・手元供養の歴史と民俗－」

5/16～5/22
特集展示
「和宮ゆかりの雛かざり」B

5/30～

5/23～5/29

総合展示 第１展示室 「テーマⅥ
『古代国家と列島世界』」B

国立歴史民俗博物館

石出奈々子

佐倉市にある国立歴史民俗博物館・通称「歴博」の面白さを、ものまね
芸人の石出奈々子が元気いっぱいにリポートします！

歴史 歴博のミカタ （15分番組）

月～金 … 13:30／19：30
土・日 … 12：30／16：30

放送
日時 曜日更新月毎週

特集展示
「もの」からみる近世
 『江戸のビスタ』B 

地域経済を活性化するために、様々な事業を行う佐倉商工会議所からの
お知らせや会員事業所を紹介します。

スポーツ 熱戦！スポＫＩＤＳ！！
月～金 … 13：00／19：00
土・日 … 12：00／19：00

放送
日時 曜日更新土第1

地元の熱きスポーツキッズたちの勇姿がそこに！
地元の子どもたちが参加するスポーツ大会をダイジェストで放送！

 （25分番組）

★CHIBA FOOTBALL 
TOURNAMENT
4/3 小湊さとうみ学校 【鴨川市】
★第22回佐倉市
春季空手道大会
4/2 佐倉市民体育館 【佐倉市】

5/7～

街ぶら

放送
日時 曜日更新土第1

第3

“仏”代表の「本物のお坊さん芸人」と“神”代表の「巫
女（コスプレ）」のリポーターが、グルメスポットに寄り道し
ながら地域の神社仏閣を巡って御朱印を集めまくる！

月～金 …12：30／18：30
土・日 …13：30／19：30

御朱印グルメぐり （30分番組）

ドドん
寺嶋由芙
 （ゆっふぃー）

5/7～5/20 5/21～

視聴者
リポート

放送
日時 曜日更新土第2

第4

296史上初の視聴者主導型番組。個性豊かな
「視聴者リポーター」が企画・出演を担当します。

みんながでるテレビ （15分番組）

月～金 … 18:15
土・日 … 13：15／16:15

番組キャラクター
「みんでるくん」

視聴者がリポートする！
地域密着
バラエティー

5/14～5/27 5/28～
御朱印ならぬ御城印！？
歴史ロマンに触れる
城跡の魅力を体験リポート♪

竹馬で日本中を旅した
達人が伝授！？
竹馬の魅力を体験リポート♪B

放送
日時 曜日更新土第1

商工
会議所 佐倉商工会議所だより （15分番組）

月～金 … 13：45／19：45
土・日 … 12：45／16：45

5/7～
会員事業所紹介 総集編
★串焼き炙りや 炭いち
★トラットリア・ラ・カパンナ
★パン工房 焼栄堂

今回は視聴者リポーターの吉田さんから
「神社仏閣めぐりをしたい」という企画か
ら派生した登城の記念に購入できる御城
印で人気を集めるお城の魅力を体験リ
ポート♪ 佐倉市と酒々井町にまたがる本
佐倉城跡を巡りながら戦国時代の雰囲
気を同じく歴史とコスプレが大好きな
石井愛子さんが紹介します！

佐倉市春季空手道大会

成田豊住熊野神社（成田市）

成田市の成田豊住熊野神社を巡る
「居酒食堂 わ楽」

伊能子育て観音 圓應寺（成田市）

成田市の伊能子育て観音 圓應寺を巡るB　
「丼なもん家（丼・定食）」

えんおうじ

月～金 … 11：00
土・日 … 21：00

小倉美咲を捜しています 
～山梨女児不明 家族の記録～B

お ぐ ら  み さ き

吉田忠志さん

石井愛子さん
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チャンネル296を見るには

詳しくはケーブルネット296までお問い合せください。
見られない！
そんな時は…11ch

地上 TVまたはSTBリモコンの 
　　　　　　ボタンを押してください11ch地上

押す

押す

※チャンネル296を見るにはご契約が必要です。

チャンネルの受信設定が必要になります。

0120-533-296 （年中無休 9:00～18:00）☎☎
※リモコンのボタンの位置や表記
は機種によって異なります。

コミュニティチャンネルのコミュニティチャンネルのコミュニティチャンネルのコミュニティチャンネルの

@tsukurukunn@tsukurukunn 296
ケーブルネット296
マスコットキャラクター

スタッフしか知らな
い番組の裏話や地域
のおすすめスポット
情報をツイッターで
つぶやき中！

®

Twitter

©NHK ©NHK©NHK©NHK
源兵衛の計画も失敗に終わり、「どうしても教
師になる」と言い張る藍子と、それに反対する
茂の対立は深まるばかりだった。修平に先立
たれた、妻・絹代と、布美枝の母・ミヤコはしみ
じみと語り合い、それぞれの思いを理解する。
源兵衛とミヤコ、布美枝と藍子、喜子は、そろっ
て深大寺を訪れ…。

昭和60年10月。布美枝の父・源兵衛が、脳梗
塞で倒れたという知らせが届き、布美枝は1
人、安来へと見舞いに向かう。実家では、床
で眠る源兵衛に、ミヤコや兄嫁・邦子たちが、
心配そうに付き添っていた。源兵衛は、自分
が倒れたことを東京の布美枝に知らせよう
とはせず、家族が布美枝に連絡をしたという
ことだった。

数多くの人たちのおかげで、今日までなん
とかやってこられたことを、あらためて痛
感した布美枝と茂。2人は、水木プロダク
ション設立20周年を記念する謝恩パー
ティーを開くことを決め、その準備に取り
かかる。盛大な会にするため、招待客のリ
ストアップ、引き出物選び、料理の手配な
ど、家族あげての大仕事が始まる。

昭和59年の秋。修平がこの世を去ってから、ひ
と月程たったある日、布美枝と茂の長女・藍子
のもとに、東京都の教員採用試験の合格通知
が届く。“娘に水木プロの仕事を手伝ってほし
い”と思っていた茂は、不満をあらわにする。
“娘を手放したくない”というのが茂の本音で、
教員になったら、どこに赴任するかわからない
のが、茂は嫌だったのだ。

今日、妻やめます～偽りの家族～今日、妻やめます～偽りの家族～
チェ・スヨン（元少女時代）×オン・ジュワン主演 韓国連続ドラマチェ・スヨン（元少女時代）×オン・ジュワン主演 韓国連続ドラマ

©2017-2018MBC

※1話につき1週間同じ内容を放送します
出演：チェ・スヨン、オン・ジュワン、キム・ガプス、キム・ミスク ほか  日本語字幕版／制作：韓国MBC 2017年

毎日 9：30～10：00／14：00～14：30
（30分番組／全128話）

放送
日時 曜日更新月毎週

愛、陰謀、秘密、裏切り、復讐・・・。複雑に絡み合った人間関係が巻き起こす不屈の愛憎劇！
 最強タッグで贈る王道韓国ドラマ！

サラの話が気になり悩むファヨ
ン。実の父親がもしも生きていた
としても会うつもりはないと言
うテヤンの言葉を聞き、決心した
ファヨンはケビンを呼び出し会
うことに。ジョンドにウソをつい
て外出するが、ファヨンを迎えに
出たジョンドが偶然ケビンの車
にファヨンが乗るところを目撃
してしまい…。

第56話 5/9～5/15

テヤンはポスターすり替え証拠
の動画をエリに見せるが、反省す
る様子もないエリに呆れパク本
部長に報告しようとする。そんな
テヤンに、エリは下心があるので
はと迫るが…。そんな中、ルリを
店舗に呼び出したテヤンはルリ
にエリとのことで誤解させてし
まったことを謝罪しみんなの前
でプロポーズをする。

第57話 5/16～5/22

離婚したソウォンとヨンジュは
同じビルを借りたとも知らずに
偶然近くの食堂で会ってしまい
お互いに悪態をつきあうが…。
一方、ヨンヘが本気で離婚を望
んでいると気づいたシンモ。何と
かヨンヘをなだめようとヨンへ
を父親の墓に連れていく。そし
て、改心するので一度だけチャン
スをくれとすがるが…。

第58話 5/23～5/29

ルリはエリにポスターすり替え
証拠の動画を見せ自分を陥れた
理由を問い詰める。テヤンを手に
入れるためだと白状したエリは
決して諦めないと挑発する。自信
を失くしたルリはミョンランに
弱音を吐く。一方、シンモはソ
ウォンに離婚は恥ずべきことで
はないと元気づけるのだがそれ
を聞いていたヨンヘは…。

第55話 5/2～5/8

息子の存在を知ったケビンだっ
たが、誰なのか分からずもどか
しい思いをする。エリに忠告し
にやって来たパク本部長は、ウ
ンビョルたちがエリの家を訪ね
たことでテヤンがケビンの息子
であることに気づく。エリもま
たウンビョルからファヨンのペ
ンダントの写真を見せられその
ことに気づき驚愕する。

第59話 5/30～

「ゲゲゲの鬼太郎」で知られる漫画家・水木しげるの妻・武良布枝の自伝を原案に描く、昭和の青春物語。

ドラマ NHK連続テレビ小説NHK連続テレビ小説 ゲゲゲの女房ゲゲゲの女房
詳しいあらすじはケーブルネット296ホームページでご覧いただけます。（45分番組／各15分番組：3話連続放送／全52集（全156回））

月～金 … 11：00～11：45
土・日 … 21：00～21：45

放送
日時 曜日更新月毎週

語り：野際陽子 ／出演：松下奈緒、向井理、大杉漣、古手川祐子、有森也実、風間杜夫、竹下景子、松坂慶子、
村上弘明　ほか／原案：武良布枝／脚本：山本むつみ／音楽：窪田ミナ／制作：NHK 2010年

※1集につき1週間同じ内容を
　放送します

5/2～5/8第50集（第148～150回） 5/9～5/15第51集（第151～153回） 5/16～5/22第52集（第154～156回）4/25～5/1第49集（第145～147回）

全国のケーブルテレビが地域の話題を全国に発信する番組「けーぶるにっぽん」。地域を象徴する物事には、それをイメージさせる「色」がある。
今シーズンでは地域ならではの彩りをお届けします。

けーぶるにっぽん  （30分番組）
彩！JAPAN

ドキュメン
タリー 月～金 … 16：00／21：00　土・日 … 10：30

放送
日時 曜日更新土第2

～5/13 長崎の雲仙は噴火により、鳥たちの
水場がなくなってしまった。登山道の 
途中に、そんな野鳥たちのために人
工的に作られた小さな水場がある。
そこに現れるのは色とりどりの鳥たち。
ここは、多くの生き物たちが使う「命
の水場」。鳥たちと水場をとりまく四
季の風景を、水場の手入れをする人
とともに描く。

5/14～ 日本で初めてトマト栽培を始めた愛
知県東海市。
平成26年、日本初の「東海市トマト
で健康づくり条例」が制定された。
毎月10日をトマトの日と定めるなど
トマトを消費して健康づくりに役立
てる取り組みを展開している。

命の水場 鳥たちの雲仙
制作：長崎ケーブルメディア（長崎）

赤を楽しむ！ トマトのふるさと
制作：知多メディアスネットワーク（愛知）
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チャンネル296地域に密着したニュースや出来事をお届けします地上デジタル11ch

デジタルCATV302ch

ケーブルネット296
放送制作部
TEL  0120-533-296
FAX 043-497-1296
    broadcast@catv296.co.jp

募集
地上デジタル10ch、11chで放送している
「ふるさとチャンネル」及び「チャンネル
296」は著作権等のコンテンツ権利保護の
ため、ダビング10で運用しています。ダビン
グ10に対応していない機種の場合、コピー
ワンスの対応となります。

地上デジタル放送10ch、11chは著作権
保護のためにコピー制限を行っています。ケーブルネット296

のホームページから
も番組の最新情報を
ご覧いただけます！

296マスコットキャラクター
ケーブルドッグ

ホームページから
も受付しています

～ 取材情報お寄せください！ ～
あなたの街の身近な情報、取材依頼などを

お待ちしています！ お問い合わせは右記まで   

ケーブルネット296 からのお知らせ！

女子旅♥
ちば銘酒探訪Ⅱ マリーンズフリークス 建築遺産
土 日 日

女子旅♥
ちば銘酒探訪Ⅱ マリーンズフリークス建築遺産
土 1・8日

1・8日 15・22・29日

日 日15・22・29日

女子旅♥
ちば銘酒探訪Ⅱ マリーンズフリークス 建築遺産
土 日 日

土

放送時間のご案内時
間
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8
7・

QVCテレビショッピング QVCテレビショッピング

QVCテレビショッピング QVCテレビショッピング

月 ～ 金 日

新型コロナ関連情報

壮観劇場

壮観劇場

韓国連続ドラマ
今日、妻やめます～偽りの家族～

韓国連続ドラマ
今日、妻やめます～偽りの家族～

韓国連続ドラマ
今日、妻やめます～偽りの家族～

韓国連続ドラマ
今日、妻やめます～偽りの家族～

N PO／みんでる

御朱印グルメぐり

御朱印グルメぐり

みんなで投稿！/番組案内

みんなで投稿！/番組案内

御朱印グルメぐり

296ニュース

296ニュース

とっておきインフォメーション とっておきインフォメーション

296ニュース

296ニュース

296ニュース

296ニュース

新型コロナ関連情報

新型コロナ関連情報

けーぶるにっぽん

神保町昭和歌謡倶楽部

神保町昭和歌謡倶楽部 マリーンズフリークス

御朱印グルメぐり

マリーンズフリークス

けーぶるにっぽん

新型コロナ関連情報 新型コロナ関連情報

歴博のミカタ／商工会議所

歴博のミカタ／商工会議所

歴博のミカタ／商工会議所

けーぶるにっぽん

マリーンズフリークス 新型コロナ関連情報

歴博のミカタ／商工会議所

※曜日更新となるため更新日までは一部前月の番組編成となります。

チャンネル296-２でも毎日放送！ 放送時間 0：00～4：00／5：00～23：00112ch

熱戦！スポＫＩＤＳ！！ 熱戦！スポＫＩＤＳ！！ 

熱戦！スポＫＩＤＳ！！ 

熱戦！スポＫＩＤＳ！！ 

N PO／みんでる

N PO／みんでる

N PO

N PO

1・8日 15・22・29日

ドキュメン
タリー

放送
日時 曜日更新月第1 月～金 … 15:00／22:00

富士山と溶岩のキセキ  制作：ケーブルテレビ河口湖（山梨）

壮観劇場 （30分番組）

5/2～

大量の溶岩が噴出して形成された富士 
風穴や樹海など、富士山の噴火からな
る溶岩地形や独自の植生を紹介。富士
山麓エリアからのドローン撮影など、
KTVが撮り貯めてきた四季折々の富士
の姿と共に、日本が誇る大自然にフォー
カスする。

壮観な映像美の世界へ。見たことのない絶景を特等席で。
日本各地の壮観な景色を高品質な映像でお送りする「壮観劇場」。

※5/15（日）21:30 ～は「栄町長選挙開票速報」の放送があるため特別編成になります。

デリバリースタジオ☆296

デリバリースタジオ☆296

デリバリースタジオ☆296

デリバリースタジオ☆296

デリバリースタジオ☆296

デリバリースタジオ☆296

視聴者の皆さんからの投稿ビデオを紹介します。旅の記録、自慢のペット、コン
サートなど内容は様 。々笑いあり、感動あり、市民による市民のための投稿番組！

5/2～
「千葉港の風景 
千葉ポートタワーと観光船から」
葛西嗣明さん（佐倉市）　　　　 ほか 

☎0120-533-296 broadcast@catv296.co.jp
番組では視聴者の皆さんからの投稿ビデオをお待ちしております！

月～金 … 12：00
土・日 … 15：00

投稿
ビデオ

みんなで投稿！
みんなのチャンネル！ （25分番組）

放送
日時 曜日更新月第1

ゲゲゲの女房  小倉美咲を捜しています
1日～22日 23日～

ゲゲゲの女房  小倉美咲を捜しています
1日～22日 23日～

5/16～

NPO団体 令和の杜（香取市）

5/2～5/15

特定非営利活動法人 
NPO富里のホタル（富里市）B

月～金 … 11：45／18：00
土・日 … 13：00／16：00／21：45

地域
情報 縁の下のNPO!熱血地域人

（15分番組）

私たちが普段目にするボランティア。その裏側には多くの人の協力、努力
が隠れています。番組では地域で活躍するNPO団体などの活動を通じて、
ボランティアに取り組む人達の熱い思いを紹介します。
今回は香取市鴇崎にある採土跡地の里山整備を行い、地域の憩いの場づ
くりを目指して活動するNPO団体 令和の杜を紹介します。

放送
日時 曜日更新月第1

第3
第1
第3

NPO団体 令和の杜

ときざき
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地上デジタル10ch

デジタルCATV301ch チャンネルふるさと
あなたの

街の身近な出来事をたっぷりと紹介します
ふるさとチャンネルを見るには

チャンネルの受信設定が必要になります。
詳しくはケーブルネット296までお問合せください。

見られない！
そんな時は…

テレビまたはSTBリモコンの 

※ふるさとチャンネルを見るにはご契約が必要です。

10ch地上
地上
押す

押す
10ch

0120-533-296 （年中無休 9:00～18:00）☎☎

ボタンを押してください

※リモコンのボタンの位置や表記
は機種によって異なります。

番組の内容につきましては、
佐倉市広報課にお問い合わ
せください。

佐倉市広報課
☎043-484-6206

INFORMATION

※番組内容は変更になる場合があります。

（20分番組）

月～金 … 10:00／22:00
土・日 … 10:00／12:00／22:00

放送日時

今月の特集

5/30（月）～

～8（日）

佐倉市ってこんなところ

いつもの生活に彩りを～佐倉のユリを楽しむ

ー高校生たちの挑戦ー佐倉市PR動画制作

佐倉あるなしクイズ B

5/9（月）～15（日）

5/16（月）～22（日）

5/23（月）～29（日）

5/ 1 ～ 15
5/16 ～31

5/ 1 ～ 15
5/16 ～31

5/ 1 ～ 15
5/16 ～31

5/ 1 ～ 15
5/16 ～31

酒々井井戸端 お花見寄席その① （3/27 中央公民館）
酒々井井戸端 お花見寄席その② （3/27 中央公民館）

八街ライオンズクラブ主催 チャリティゴルフ大会 （4/6 千葉バーディクラブ） B  

のぎくプラザ吹奏楽団定期演奏会 （3/20 成東文化会館のぎくプラザ） B

軽スポーツ教室「ボッチャ」 （4/16 安食小学校体育館）
栄町歴史講座ー龍角寺縁起をひもとく2ー （3/20  ふれあいプラザさかえ） B

春のノルディック・ウォークでわが町・八街を歩こう！ （4/2 八街市スポーツプラザ 出発）

印西少年少女合唱団 第10回定期演奏会 （3/21 印西市文化ホール） B

令和4年度お節句の会 （4/28 末広幼稚園）
富里市の春を巡る （富里市内） B 

自然とふれあうみどりの日のつどい （5/4 茂原公園） 
「食」で地域の魅力を発信！もばらスタープロジェクト B 

5/ 1 ～ 15
5/16 ～31

5/ 1 ～ 15
5/16 ～31 成田太鼓祭 （4/16・17 成田山表参道、成田山新勝寺大本堂前、門前広場、奥山広場）

マップ製作ワークショップ （3/19 成田国際文化会館、成田山公園） B 

5/ 1 ～ 15
5/16 ～31 水郷おみがわ桜つつじまつり （3/22～5/8 小見川城山公園） B

香取市立大倉小学校 閉校式 （3/25 香取市立大倉小学校） 

5/ 1 ～ 15
5/16 ～31 北総青少年健全育成剣道大会 （4/16 神崎中学校体育館） 

仁勇蔵祭り （3/26 オンライン開催） B 

5/ 1 ～ 15

5/16 ～31
1本目
2本目 森の音なみvol.3 （3/26 Y・Y・NOWSON） B

1本目
2本目

1本目
2本目

5/ 1 ～ 15

5/16 ～31 WEB公開講座
「歩行障害と共に歩む～予防と治療ケア Luctor et Emergo」 （3/26 東邦大学医療センター佐倉病院） B

1本目
2本目 みそら幼稚園 卒園式 （3/19 みそら幼稚園） B

市民親子農業収穫体験講座「イチゴの育て方と収穫体験」 （4/16 佐藤いちご園）

下志津駐屯地創設67周年記念行事 つつじ祭り （4/29 陸上自衛隊下志津駐屯地）

酒々井町

栄町

八街市

印西市 放送時間

放送時間

13：40～
19：40～

14：00～
20：00～

13：00～
19：00～

放送時間

13：20～
19：20～

放送時間

大網白里市

山武市

東金市

茂原市

14：30～
20：30～

14：50～
20：50～

15：10～
21：10～

15：30～
21：30～

18：00～

18：30～

9：00～

9：30～

四街道市
（30分番組）

（20分番組）

（20分番組）

（20分番組）

（20分番組）

（20分番組）

（20分番組）

（20分番組）

（20分番組）

富里市

成田市

香取市

神崎町

（30分番組）

（30分番組）

（30分番組）

（30分番組）

11：00～
16：00～
11：30～
16：30～

放送時間

1本目

2本目

佐倉市
（30分番組）

10：20～
17：00～
17：30～
22：20～

1本目

2本目

放送時間

5/ 1 ～ 15
5/16 ～31

5/ 1 ～ 15
5/16 ～31

5/ 1 ～ 15
5/16 ～31

5/ 1 ～ 15
5/16 ～31

山
武
・
長
生
地
域

西
印
旛
地
域

東
印
旛
地
域

香
取
地
域

放送
時間

放送
時間

放送
時間

放送
時間

放送
時間

放送
時間

放送
時間

放送
時間

オトヨイvol.3～若獅子との縁～ （3/19 佐倉市民音楽ホール）
佐倉・時代まつり （3/19・20 佐倉城址公園～新町通り～旧堀田邸） B 

佐倉市民ゴルフ大会（前編） （4/18 麻倉ゴルフ倶楽部） 

いんざいぶらり川めぐり

5月1日～放送
下志津駐屯地創設67周年記念行事 
つつじ祭り
下志津駐屯地創設67周年記念行事 
つつじ祭りオトヨイvol.3～若獅子との縁～オトヨイvol.3～若獅子との縁～

5月16日～放送 5月16日～放送

軽スポーツ教室「ボッチャ」

今月の見どころ！ 今月の見どころ！ 今月の見どころ！佐倉市 四街道市 栄町
（3/19 佐倉市民音楽ホール） （4/29 陸上自衛隊下志津駐屯地） （4/16 安食小学校体育館）

東金・田んぼの学校 田植え （5/7 しいの木（東金市松之郷））   
城西国際大学 入学式 （4/2 城西国際大学） B   

さんぶの森音楽祭 （4/24 さんぶの森文化ホール）

きみのもり米 田植え （5/5 大網白里市内）

ふるさとチャンネルのサブチャンネルでは
以下の内容をご視聴いただけます

ショップチャンネル
ふるさとチャンネル-２102ch

放送時間 0:00～3:00／
5:00～24:00

ジュエリー☆GSTV
ふるさとチャンネル-3103ch

放送時間 8：00～26：00

ヨーロッパで障がい者のために考案された
スポーツ「ボッチャ」。障がいのあるなしに関わ
らず、年齢や性別の垣根を越えて誰もが楽しめ
るスポーツとして今人気となっています。
栄町では、栄町スポーツ推進委員協議会の主
催でボッチャの魅
力を体感してもら
おうと年間を通し
て教室を開催して
います。

毎年つつじのきれいな時期に普段は見ること
ができない駐屯地内を一般開放し開催してい
る行事です。今年は新型コロナウイルス感染
拡大に伴い、関
係者のみを招待
して観閲行進や
車両パレード、
対空戦闘訓練展
示などが行われ
ました。

良い音に酔いしれて欲しいという思いをテーマ
に開催されてきたこのイベント。
八千代高校の和太鼓芸能集団「鼓組」卒業生
を中心とした和楽器演奏集団「KOGMIX」が、
八千代高校「鼓
組」現役メンバー
とコラボレーショ
ン演奏を披露し
ました。

佐倉市出身！
2人のアーティストによる特別広報番組

過去のイベントの様子

第4回市民セミナー「農業地域におけるエネルギー問題を学び
農業由来バイオマス循環型社会の推進をしよう」 （1/22 大里綜合管理株式会社） B

※イメージ

※このページに掲載している情報は2022年4月現在のものであり、放送内容が予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。

※番組編成が変更になる場合があります。
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とっておきインフォメーション

放送時間のご案内

ジュエリー☆GSTV

QVC

時
間

国内唯一のジュエリー専門チャンネル 

ショップチャンネル

テレビショッピング

テレビショッピング

ショップチャンネル

佐倉市 1本目

佐倉市 2本目

四街道市 2本目

四街道市 1本目

四街道市 2本目

四街道市 1本目

テレビショッピング

［土・日］Weeklyさくら（20分）

番組案内

番組案内

大網白里市・山武市・東金市・茂原市
山武・長生地域

印西市・八街市・栄町・酒々井町
西印旛地域

番組案内

番組案内

佐倉市 2本目
番組案内

Weeklyさくら佐倉市広報番組 （20分）

佐倉市 1本目
番組案内

Weeklyさくら佐倉市広報番組 （20分）

大網白里市・山武市・東金市・茂原市
山武・長生地域

印西市・八街市・栄町・酒々井町
西印旛地域

番組案内

富里市・成田市
東印旛地域

香取市・神崎町
香取地域

★
プ
ロ
野
球
イ
ー
ス
タ
ン
・
リ
ー
グ
公
式
戦 

千
葉
ロ
ッ
テ
マ
リ
ー
ン
ズ
主
催
試
合
生
中
継
詳細は
P３へ

★5/1（日）、10（火）～15（日）、27（金）～29（日）、
31（火）は「プロ野球イースタン・リーグ公式戦 
千葉ロッテマリーンズ主催試合 生中継」の放送
があるため特別編成となり通常放送の番組は一
部お休みします。詳しくはP3をご覧ください。

［月～金］

番組案内
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19年米eジョン・ワッツfトム・ホランド、サミュエ
ル・Ｌ・ジャクソンi

21年e枝優花f伊藤万理華、小野寺晃良i

高校生のピーターは夏休みにヨーロッ
パへ旅行。しかし長官ニックが現れ、ス
パイダーマンの力を必要としていた。

自身のアイデンティティに悩む転校生と
人気者とのふれ合いを描く。「少女邂逅」
の枝優花監督最新作。

最新作も世界的ヒット！
トム・ホランド版の2作目

伊藤万理華が少年役を好演
青春短編映画をTV初放送

A後8.56～11.26　S＝8･10･30 後3.15～3.50

Oスパイダーマン：
ファー・フロム・ホーム

7
土 O息をするように22

日

タイトル 出演 ジャンル 放送日
あ 大いなる眠りA ロバート・ミッチャムi サスペンス 7・22・31

か クリフハンガーA シルヴェスター・スタローンi アクション 3・15・26

さ サイコ（1960）AD アンソニー・パーキンスi サスペンス 7・11・28

サッドヒルを掘り返せA エンニオ・モリコーネi そのほか 8・16・27

白いリボンAD クリスティアン・フリーデルi サスペンス 21・27

スパイ・バウンドA モニカ・ベルッチi サスペンス 1・14・23

た デアボリカ[PG12]A ジュリエット・ミルズi ホラー 9・19・29

ドッグA デヴィッド・マッカラムi ホラー 10・18・28

友引忌／ともびきA ハ・ジウォンi ホラー 7・23

な ニードフル・シングスA マックス・フォン・シドーi ホラー 15

は パリの灯は遠くA アラン・ドロンi サスペンス 6・15・24

バルカン超特急AD マーガレット・ロックウッドi サスペンス 21・25・29

ピアノ・レッスン[R-15]A ホリー・ハンターi ラブロマンス 21・28

引き裂かれたカーテンA ポール・ニューマンi サスペンス 2・11・28

ビバ！マリアA ブリジット・バルドーi そのほか 3・22・30

フレンジーA ジョン・フィンチi サスペンス 14・18・29

ま めまいA ジェームズ・スチュアートi サスペンス 29

モン・パリA カトリーヌ・ドヌーヴi ラブロマンス 15・23

ら リオ・ロボA ジョン・ウェインi 西部劇 4・12・24

わ 鷲は舞いおりたA マイケル・ケインi アクション 28

タイトル 出演 ジャンル 放送日
あ アラジンC メナ・マスードi SF／ファンタジー 7・19・27

イノセント・ガーデン[PG12]C ミア・ワシコウスカi サスペンス 5・9・24

AVA／エヴァ[PG12]C ジェシカ・チャステインi アクション 22・26

か キル・チーム[PG12]C ナット・ウルフi ヒューマンドラマ 6・25・30

グランド・マスター[PG12]C トニー・レオンi アクション 12・16・24

クリフハンガーC シルヴェスター・スタローンi アクション 12・31

さ スター・ウォーズ／フォースの覚醒CA デイジー・リドリーi SF／ファンタジー 15・23・28

スター・ウォーズ／最後のジェダイCA デイジー・リドリーi SF／ファンタジー 15・24・28

スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明けC デイジー・リドリーi SF／ファンタジー 15・25・28

た チェンジリング[PG-12]C アンジェリーナ・ジョリーi サスペンス 5・12・30

は ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリーCA オールデン・エアエンライクi SF／ファンタジー 15・22・27

プロジェクトVC ジャッキー・チェンi アクション 8・12・21

や ユニバーサル・ソルジャーC ジャン＝クロード・ヴァン・ダムi アクション 10・25

ら レッド・スパロー[R15+]CA ジェニファー・ローレンスi サスペンス 4・9・14・24

ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリーCA フェリシティ・ジョーンズi SF／ファンタジー 15・22・26

タイトル 出演 ジャンル 放送日
あ 新しき天D 山本富士子i ラブロマンス 9・18・27

あの丘越えてD 美空ひばりi 青春ドラマ 3・11・20・29

映画『ONLY SILVER FISH』 松田凌i サスペンス 8・13・28

男はつらいよ 望郷篇 渥美清i コメディ 16

男はつらいよ 純情篇 渥美清i コメディ 23

男はつらいよ 寅次郎真実一路 渥美清i コメディ 30／A8・20

か 学園祭の夜　甘い経験 鳥居恵子i 青春ドラマ 20

かりそめの唇D 川喜多雄二i ヒューマンドラマ 10・19・28

近世名勝負物語　血闘D 根上淳i ヒューマンドラマ 9・17・29

金田一耕助の冒険 古谷一行i サスペンス 4・13・24・30

銀嶺の王者 トニー・ザイラーi ラブロマンス 7・20・26

この空のある限りD 鰐淵晴子i ヒューマンドラマ 8・12・23

さ ザ・スパイダースのゴーゴー・向う見ず作戦 ザ・スパイダースi コメディ 1・19・25

ザ・タイガース　ハーイ！ロンドン ザ・タイガースi コメディ 18・29

さらば掟 渡哲也i アクション 5・16・29

ザ・ルーキーズA ミラ・ジョヴォヴィッチi アクション 8・16

シベリア超特急2 水野晴郎i サスペンス 2・13

白い炎D 大木実i ヒューマンドラマ 14・17・30

新　男はつらいよ 渥美清i コメディ 9

セーラー服と機関銃　卒業[PG12] 橋本環奈i 任侠 1・7・19・31

ぜったい多数 桑野みゆきi 青春ドラマ 5・10・25

た 体操しようよ 草刈正雄i ヒューマンドラマ 8・27／A22

抱かれた花嫁 高橋貞二i コメディ 13・21・26／A1

駄々っ子社長D 大木実i ヒューマンドラマ 3・11・22・28

釣りバカ日誌20　ファイナル 西田敏行i コメディ 1・6・14／A29

天保水滸伝　大原幽学 平幹二朗i 時代劇 1・10・27

な 懐しの歌合戦D 美空ひばりi そのほか 4・13・19・28

人形佐七捕物帖 めくら狼D 小泉博i 時代劇 17・25

人形佐七捕物帖 鮮血の乳房D 中村竜三郎i 時代劇 16・31

は 箱入り息子の恋 星野源i ラブロマンス 6・14・22

橋 大木実i ヒューマンドラマ 7・19・25

母と子の窓D 杉田弘子i ヒューマンドラマ 6・12・21・30

平安群盗傳　袴だれ保輔D 池部良i 時代劇 24

坊っちゃん（1958年） 南原伸二i ヒューマンドラマ 14・18・29

ま 真赤な恋の物語 岡田茉莉子i ラブロマンス 2・12・18

や 闇を裂く口笛D 沢本忠雄i アクション 2・18

タイトル 出演 ジャンル 放送日
あ Arc アーク 芳根京子i SF／ファンタジー 3

愛のように感じたA ジーナ・ピエルサンティi ラブロマンス 15

あやつり糸の世界A クラウス・レーヴィッチェi SF／ファンタジー 16

映画 太陽の子 柳楽優弥i ヒューマンドラマ 1・12

オーバー・スピード 時空を超えた目撃者A エフゲニー・ロマンツォフi SF／ファンタジー 22

か クワイエット・プレイスA エミリー・ブラントi サスペンス 4

クワイエット・プレイス 破られた沈黙A エミリー・ブラントi サスペンス 4

コードネーム B.A.D.G.E.R.A カーク・クーエットi アクション 5

この世界に残されてA カーロイ・ハイデュクi ヒューマンドラマ 19

コレクターズ ソウルに眠る宝刀を盗み出せA イ・ジェフンi アクション 28

コンティニュー[PG12指定]A フランク・グリロi アクション 4

さ サウスランドA ベラ・ソーンi アクション 26

ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結[R15＋指定]A マーゴット・ロビーi アクション 28

ザラタン 大海の怪物A サニー・ワンi アクション 15

3022A オマー・エップスi SF／ファンタジー 22

幸せの答え合わせA アネット・ベニングi ヒューマンドラマ 18

シャウト・アウトA タイガー・シュロフi アクション 24

ジャングル・ツアーズA リチャード・グリーコi アクション 15

17歳の瞳に映る世界[PG12指定]A シドニー・フラニガンi ヒューマンドラマ 15・26

ズタボロ[PG12指定] タスクi ラブロマンス 14

スティーラーズ(2021）A ラフ・ロウi アクション 2

スパイラル：ソウ オールリセット[R15＋指定]A クリス・ロックi ホラー 28

スペース・フォース 対エイリアン特殊部隊A デレク・ティングi SF／ファンタジー 27

た 旅立つ息子へ[PG12指定]A シャイ・アヴィヴィi ヒューマンドラマ 17

テラビシアにかける橋A ジョシュ・ハッチャーソンi SF／ファンタジー 24

天国にちがいないA エリア・スレイマンi コメディ 10

デンジャラス・ガイズA ジョシュ・ハートネットi アクション 19

は バトル・オブ・チェルノブイリ 危険区域A ダミアン・ジーンビンスキi SF／ファンタジー 23

ヒトラーを殺し、その後ビッグフットを殺した男A サム・エリオットi アクション 28

ブライズ・スピリット～夫をシェアしたくはありません！A ダン・スティーヴンスi コメディ 20

ブラック・クローラー－殺戮領域－A グレン・サルヴェージi サスペンス 15

プロミシング・ヤング・ウーマン[PG12指定]A キャリー・マリガンi サスペンス 8・20

ペトルーニャに祝福をA ゾリツァ・ヌシェヴァi ヒューマンドラマ 16

ベル・エポックでもう一度[R15＋指定]A ダニエル・オートゥイユi ヒューマンドラマ 21

本気のしるし《TVドラマ再編集劇場版》 森崎ウィンi サスペンス 22

ま 都会のトム＆ソーヤ 城桧吏i ラブロマンス 6・16

メガ・クロコダイルA リ・グアンピンi サスペンス 15

モンスター・エージェント ネリーの奇妙な冒険A マティルダ・グロスi SF／ファンタジー 27

モンスター・バレーA ジェレミー・ニネーバーi ホラー 26

や ヤクザと家族 The Family[PG12指定] 綾野剛i ヒューマンドラマ 29

ら RUN／ランA サラ・ポールソンi サスペンス 7・16

リスタート EMILYi ヒューマンドラマ 8・17

レイダース・オブ・ムージン 失われた財宝A ジャオ・ズオi アクション 28

レジェンド・オブ・ドラゴン 鉄仮面と龍の秘宝A ジェイソン・フレミングi アクション 25

わ 惑星戦記 G-LOC ジーロックA スティーヴン・モイヤーi SF／ファンタジー 22

タイトル 出演 ジャンル 放送日
あ イノセント・ガーデン[PG12]A ミア・ワシコウスカi サスペンス 13・22・31

AVA／エヴァ[PG12]A ジェシカ・チャステインi アクション 21・24・30

おしゃれ泥棒A オードリー・ヘプバーンi コメディ 6・22

か キル・チーム[PG12]A ナット・ウルフi サスペンス 16・28

クライマーズA ウー・ジンi ヒューマンドラマ 12・17・23

グランド・マスター[PG12]A トニー・レオンi アクション 7・21・30

食われる家族A ソン・ジヒョi サスペンス 6・17・26

国際諜報局A マイケル・ケインi サスペンス 24

孤狼の血[R15+] 役所広司i サスペンス 5・15・23

さ サニー　32[PG12] 北原里英i サスペンス 4・15・27

シークレット・ジョブA アン・ジェホンi コメディ 10・20

スター・ウォーズ／フォースの覚醒A デイジー・リドリーi SF／ファンタジー 3・11・21

スター・ウォーズ／最後のジェダイA デイジー・リドリーi SF／ファンタジー 4・12・21

スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明けA デイジー・リドリーi SF／ファンタジー 5・13・21

SPY／スパイ[R15+]A メリッサ・マッカーシーi アクション 9・20・31

スプリーA ジョー・キーリーi サスペンス 21・31

世界で一番しあわせな食堂A アンナ＝マイヤ・トゥオッコi ラブロマンス 7・24・30

た ディーパンの闘いA アントニーターサン・ジェスターサンi ヒューマンドラマ 28

ドラゴン×マッハ！A トニー・ジャーi アクション 29

ドント・ウォーリー[PG12]A ホアキン・フェニックスi ヒューマンドラマ 28・31

な 夏をゆく人々A マリア・アレクサンドラ・ルングi ヒューマンドラマ 28

日本で一番悪い奴ら[R15+] 綾野剛i ヒューマンドラマ 1・14・24

残された者－北の極地－A マッツ・ミケルセンi ヒューマンドラマ 8・13・31

は パーマーの危機脱出A マイケル・ケインi サスペンス 31

バイバイマンA ダグラス・スミスi ホラー 1・10・27

ひとよ[PG12] 佐藤健i ヒューマンドラマ 6・15・24

プロジェクトVA ジャッキー・チェンi アクション 7・10・27

ベイビーティースA エリザ・スカンレンi ラブロマンス 7・25

ま 牝猫たち[R15＋指定版] 井端珠里i ヒューマンドラマ 2・14・29

めまい　窓越しの想いA チョン・ウヒi ラブロマンス 13・19・29
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7125 221
日本映画専門チャンネル

スターチャンネル2（有料）

スターチャンネル3（有料）

衛星劇場（有料）

スターチャンネル1（有料）

WOWOWシネマ（有料）
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21年e筧昌也f岡田龍太郎、井桁弘恵、鶴嶋乃愛、桜
木那智、高橋文哉i

20年中国eスタンリー・トンfジャッキー・チェン、
ヤン・ヤン、アレンi

特殊護衛部隊が世界を股にかけて戦う
姿を描くアクションエンタテインメント。
中国の人気若手俳優らにも注目。

A.I.M.S.の隊長・刃唯阿に、国防長官の
大門寺は仮面ライダー滅亡迅雷の破壊
を命じた。戸惑う唯阿だが…。

ジャッキー・チェン主演
アクション超大作

ゼロワンのスピンオフ作品
第2弾をTV初放送！

A後9.00～11.00　S＝10･27 前10.00～11.00　S＝15･29

OプロジェクトＶ7
土

Oゼロワン Others 
仮面ライダーバルカン&バルキリー

1
日
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※本ページには、各チャンネルのおすすめ作品が掲載されています。各チャンネルで放送されるすべての作品は掲載されていませんので、予めご了承ください。

B=二カ国語　A=字幕　C=吹き替え　g=声優　D=モノクロ　v=前編　u=中編　w=後編

タイトル 出演 ジャンル 放送日
あ アイズ 伊藤万理華i ホラー 3･21

愛の亡霊<R-15> 吉行和子i ラブロマンス 21・29

あぶく銭 勝新太郎i 任侠 27・31

米軍（アメリカ）が最も恐れた男　カメジロー　不屈の生涯

ナレーション：山根基世 そのほか 15・27

息をするように 伊藤万理華i 青春ドラマ 22

踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ！＜4Kデジタルリマスター版＞※2Kダウンコンバートにて放送

織田裕二i アクション 10

踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望＜4Kデジタルリマスター版＞　※2Kダウンコンバートにて放送

織田裕二i アクション 11

か ゴジラ(1954年) ＜4Kデジタルリマスター版＞D　※2Kダウンコンバートにて放送

宝田明i SF／ファンタジー 12・17・20・28

孤狼の血＜R-15＞ 役所広司i 任侠 15・16・22・26

孤狼の血 LEVEL2<R-15> 松坂桃李i 任侠 22・26

コンフィデンスマンJP ロマンス編 長澤まさみi コメディ 8・25・30

コンフィデンスマンJP プリンセス編 長澤まさみi コメディ 8・18・31

今夜、ロマンス劇場で 綾瀬はるかi ラブロマンス 2・9

さ さよならテレビ - そのほか 7

サンマデモクラシー ナレーション：川平慈英 そのほか 15・27

CINEMA FIGHTERS「終着の場所」 町田啓太i ラブロマンス 29

仁義なき戦い＜4Kニューマスター版＞＜R-15＞ ※2Kダウンコンバートにて放送

菅原文太i 任侠 2・22・28

青春残酷物語＜4Kデジタル修復版＞<PG-12>  ※2Kダウンコンバートにて放送

桑野みゆきi 青春ドラマ 5･12･21

た ちむぐりさ　菜の花の沖縄日記 ナレーション：津嘉山正種 そのほか 15・30

な 日本の仁義 菅原文太i 任侠 13・17・20・23･27

は 母の手仕事－日々の暮らしの記録 小泉スズ そのほか 18

はりぼて - そのほか 7

ベイビーわるきゅーれ<PG-12> 髙石あかりi アクション 1・12・28

ま モスラ（1961年）＜4Kデジタルリマスター版＞　※2Kダウンコンバートにて放送

フランキー堺i SF／ファンタジー 12・15・19・26・31

モスラ対ゴジラ＜4Kデジタルリマスター版＞　※2Kダウンコンバートにて放送

宝田明i SF／ファンタジー 26・28

や 容疑者　室井慎次＜4Kデジタルリマスター版＞※2Kダウンコンバートにて放送

柳葉敏郎i サスペンス 8･28

タイトル 出演 ジャンル 放送日
あ アースフォール　JIU JITSUA ニコラス・ケイジi アクション 14・19

アーノルド・シュワルツェネッガー／ゴリラA アーノルド・シュワルツェネッガーi アクション 2・13・22・30

朝が来る 永作博美i ヒューマンドラマ 18・27

嘘八百 中井貴一i コメディ 12

エア・ストライクA リウ・イエi アクション 14・24

オペレーション：ウルフパック　特殊部隊・群狼作戦A

ギョクハン・ムムジュi アクション 6・26

か ガメラ　大怪獣空中決戦[4Kデジタル復元版] 伊原剛志i SF／ファンタジー 5・29

ガメラ2　レギオン襲来[4Kデジタル復元版] 永島敏行i SF／ファンタジー 5・29

ガメラ3　邪神＜イリス＞覚醒[4Kデジタル復元版] 中山忍i SF／ファンタジー 5・29

グリーンマイルA トム・ハンクスi ヒューマンドラマ 3・11・22・28

ゴッドファーザー[デジタル・リストア版]A マーロン・ブランド i ヒューマンドラマ 4・14

ゴッドファーザーPARTⅡ[デジタル・リストア版]A アル・パチーノi ヒューマンドラマ 4・14

ゴッドファーザー＜最終章＞：マイケル・コルレオーネの最期A

アル・パチーノi ヒューマンドラマ 4・14

さ 幸せへのまわり道A トム・ハンクスi ヒューマンドラマ 28・29・31

地獄の黙示録　ファイナル・カットA マーロン・ブランドi ヒューマンドラマ 14・15・17・30

囚人ディリA カールティi アクション 23・28

スタートアップ！A マ・ドンソクi コメディ 15

ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語A

シアーシャ・ローナンi ファミリー 18・29

ストレイ・ドッグ（2018年）A ニコール・キッドマンi ヒューマンドラマ 17

スパイダーマン：ファー・フロム・ホームA トム・ホランドi アクション 7・8・10・30

スパイダーマン：ホームカミングA トム・ホランドi アクション 7・10・30

な ナイト・サバイバーA ブルース・ウィリスi アクション 23

ネバーセイ・ネバーアゲインA ショーン・コネリーi アクション 2／C18

ノッティングヒルの恋人A ジュリア・ロバーツi ラブロマンス 12・22・23

は ハムナプトラ　失われた砂漠の都A ブレンダン・フレイザーi アクション 8・20・28

ハムナプトラ2　黄金のピラミッドA ブレンダン・フレイザーi アクション 8・20・28

パラサイト　半地下の家族A ソン・ガンホi サスペンス 20・25

ハロウィン（2018年）A ジェイミー・リー・カーティスi ホラー 11・17・28

ファイナル・レベル　エスケイプ・フロム・ランカラA

ジェシカ・チャンセラーi アクション 11

ペイン・アンド・グローリーA アントニオ・バンデラスi ヒューマンドラマ 18・27

ベートーベンA チャールズ・グローディンi ファミリー 5

ベートーベン2A チャールズ・グローディンi ファミリー 5

ま マトリックスC キアヌ・リーヴスi SF／ファンタジー 8

マトリックス　リローデッドC キアヌ・リーヴスi SF／ファンタジー 8

マトリックス　レボリューションズC キアヌ・リーヴスi SF／ファンタジー 8

や 山猫は眠らない8　暗殺者の終幕A トム・ベレンジャーi アクション 21・22・24・30

タイトル 出演 ジャンル 放送日
あ アラビアンナイト シンドバッドの冒険 4Kリマスター版

g木下秀雄i アニメーション 5・13・28

か 仮面ライダーBLACK 恐怖!悪魔峠の怪人館 4Kリマスター版

倉田てつをi ファミリー 8・22

兄弟仁義 逆縁の盃 北島三郎i 任侠 8・19・27

クリーピー 偽りの隣人 西島秀俊i サスペンス 7

警視庁物語 ウラ付け捜査D 南廣i サスペンス 10・20・31

劇場版 ドラゴンボールZ 極限バトル!!三大超サイヤ人

g野沢雅子i アニメーション 9

劇場版 ドラゴンボールZ 燃えつきろ!!熱戦・烈戦・超激戦

g野沢雅子i アニメーション 9

さ ゼロワン Others 仮面ライダーバルカン&バルキリー

岡田龍太郎i ファミリー 1・15・29

た 脱走遊戯 千葉真一i アクション 3・21・29

旅笠道中 大川橋蔵i 時代劇 6・20・25

飛びだす冒険映画 赤影 坂口徹i 時代劇 4・17・23

な 日本極道戦争 第十一章 小沢仁志i 任侠 13・23

日本統一 エピソード集Ⅰ 本宮泰風i 任侠 7・29

日本統一 エピソード集Ⅱ 本宮泰風i 任侠 8・30

日本統一 エピソード集Ⅲ 本宮泰風i 任侠 9・31

日本独立 浅野忠信i ヒューマンドラマ 13・28

は 博徒外人部隊 鶴田浩二i 任侠 7・15・24

緋牡丹博徒 お竜参上 藤純子i 任侠 2・15・19・25

プライド 運命の瞬間 津川雅彦i ヒューマンドラマ 10・14・31

ま 魔犬ライナー0011(ゼロゼロワンワン)変身せよ! 4Kリマスター版

g里見京子i アニメーション 14・27

や 夜汽車 十朱幸代i 時代劇 17・25

ら 64-ロクヨン-前編- 佐藤浩市i サスペンス 14

64-ロクヨン-後編- 佐藤浩市i サスペンス 14

わ わんわん忠臣蔵 4Kリマスター版 g堀絢子i アニメーション 7・20

タイトル 出演 ジャンル 放送日
あ 明日の食卓 菅野美穂i ヒューマンドラマ 17

姐 -極道を愛した女・桐子- 高橋ひとみi 任侠 9・31

永遠の0 岡田准一i ヒューマンドラマ 7・29

EXITA チョ・ジョンソクi アクション 10

溺れるナイフ 小松菜奈i 青春ドラマ 29

女の警察 小林旭i アクション 23

女の警察 国際線待合室 小林旭i アクション 25

女の警察 乱れ蝶 小林旭i アクション 26

か 空母いぶき 西島秀俊i ヒューマンドラマ 20・30

高レート裏麻雀列伝 むこうぶち9 袴田吉彦i ギャンブル 14・18・25

高レート裏麻雀列伝 むこうぶち10 袴田吉彦i ギャンブル 14・19・26

高レート裏麻雀列伝 むこうぶち11 袴田吉彦i ギャンブル 1・14・29

高レート裏麻雀列伝 むこうぶち12 袴田吉彦i ギャンブル 3・14・30

高レート裏麻雀列伝 むこうぶち13 袴田吉彦i ギャンブル 5・16

高レート裏麻雀列伝 むこうぶち14 袴田吉彦i ギャンブル 17

高レート裏麻雀列伝 むこうぶち15 袴田吉彦i ギャンブル 30

高レート裏麻雀列伝 むこうぶち16 袴田吉彦i ギャンブル 31

さ 三度目の殺人 福山雅治i サスペンス 18

スキップ・トレースA ジャッキー・チェンi コメディ 14

曹操暗殺 三国志外伝C チョウ・ユンファi アクション 15

続･女の警察 小林旭i アクション 24

た チワワちゃん 門脇麦i 青春ドラマ 19

追憶ダンス 篠田諒i ヒューマンドラマ 25

ドラゴンゲート 空飛ぶ剣と幻の秘宝A ジェット・リーi アクション 28

な 難波金融伝 ミナミの帝王 劇場版10 待つ女 竹内力i ヒューマンドラマ 10・21・26・29

難波金融伝 ミナミの帝王 劇場版11 追憶 竹内力i ヒューマンドラマ 4・12・17・28・29

難波金融伝 ミナミの帝王19 闇の裁き 竹内力i ヒューマンドラマ 7・18・24・29

難波金融伝 ミナミの帝王20 絆 -KIZUNA- 竹内力i ヒューマンドラマ 2・14・19・29・31

は 引っ越し大名！ 星野源i 時代劇 12

ヒノマルソウル～舞台裏の英雄たち～ 田中圭i ヒューマンドラマ 14

フォルトゥナの瞳 神木隆之介i ラブロマンス 24

ま 麻雀破壊神 むこうぶち傀1 金子昇i ギャンブル 12

麻雀破壊神 むこうぶち傀2 金子昇i ギャンブル 13

や 夜の勲章 小林旭i サスペンス 16

ら リカ ～自称28歳の純愛モンスター～ 高岡早紀i サスペンス 27

タイトル 出演 ジャンル 放送日
あ 雨あがる 寺尾聰i 時代劇 6･29

伊能忠敬 ―子午線の夢― 加藤剛i 時代劇 21･31

さ 桜田門外ノ変 大沢たかおi 時代劇 4･15

た 大魔神＜4Kデジタル修復版＞　※2K放送 高田美和i 時代劇 15･22

大魔神怒る＜4Kデジタル修復版＞　※2K放送 本郷功次郎i 時代劇 22･29

大魔神逆襲＜4Kデジタル修復版＞　※2K放送 二宮秀樹i 時代劇 29

東映チャンネル（有料）

時代劇専門チャンネル

映画・チャンネルNECO

日本映画専門チャンネル

ムービープラス

※掲載情報は3月29日時点です。 ※都合により、番組の内容・日時が変更、あるいは放送が中止となる場合があります。



写真提供：広島東洋カープ ©阪神タイガース

4年ぶりのリーグ優勝、38年ぶりの日本
一に向けて若手の奮起や新入団選手の
活躍に期待がかかる広島。交流戦はロッ
テを迎えての3連戦で始まる。

タイガースホーム戦を生中継中心にお
届け。24日に開幕するセ・パ交流戦は楽
天を迎えての3連戦からスタート。巨人
との一戦も生中継（22日）。

セ・パ交流戦が開幕！
広島主催試合を生中継

交流戦がスタート
伝統の巨人戦も生中継

X5日 後1.45～試合終了までi　
※再放送あり

X3日 後1.45～試合終了までi　
※再放送あり

J SPORTS 
STADIUM2022

5～
木

スカイＡ スタジアム
阪神タイガース公式戦

3～
火

今 月 の オ ス ス メ ス ポ ー ツスポーツ

野球
番組名（対戦カード／大会名） 放送日 チャンネル
公式戦  
巨人×阪神 X1 日テレジータス
 X1 ＢＳ日テレ
中日×広島 X1 J SPORTS 2
ヤクルト×横浜DeNA X1 フジテレビONE
楽天×ソフトバンク X1 J SPORTS 1
ロッテ×日本ハム X1 日テレNEWS24
オリックス×西武 X1 J SPORTS 3
横浜DeNA×中日 X3X4X5 TBSチャンネル2
広島×巨人 X3 日テレジータス
 X3 ＢＳ日テレ
 X4（R） BS-TBS
 X5 J SPORTS 1
阪神×ヤクルト X3X4X5 スカイA
 030405 GAORA SPORTS  
ソフトバンク×オリックス X3X4X5 スポーツライブ＋
日本ハム×楽天 X3X4X5 GAORA SPORTS  
西武×ロッテ X3X4X5 フジテレビTWO
広島×横浜DeNA X6X7X8 J SPORTS 1
巨人×ヤクルト X6X7X8 日テレジータス
 X6X7 ＢＳ日テレ
 X8 NHK BS1
中日×阪神 X6X7X8 J SPORTS 2
 X6 NHK BS1
ロッテ×ソフトバンク X6X7X8 日テレNEWS24
 X6 BS12 トゥエルビ
オリックス×楽天 X6X7X8 J SPORTS 3
西武×日本ハム X6X7X8 フジテレビTWO
 X7 BSフジ
 X8 BS朝日
ヤクルト×中日 X10X11X12 フジテレビONE
阪神×広島 X10X11012 スカイA
 011011X12 GAORA SPORTS  
 X10 NHK BS1
 X11 BS朝日
横浜DeNA×巨人 X10X12 TBSチャンネル2
 X10X12 BS-TBS
楽天×ロッテ X10X11X12 J SPORTS 2
ソフトバンク×西武 X10X11 スポーツライブ＋
 X11 NHK BS1
日本ハム×オリックス X10X11 GAORA SPORTS  
巨人×中日 X13X14X15 日テレジータス
 X13X14X15 ＢＳ日テレ
広島×ヤクルト X13X14X15 J SPORTS 1
横浜DeNA×阪神 X13X14X15 TBSチャンネル2
 X13X14X15 BS-TBS
日本ハム×ソフトバンク X13X14X15 GAORA SPORTS  
 X13 NHK BS1
オリックス×ロッテ X13X14X15 J SPORTS 3
西武×楽天 X13X14X15 フジテレビTWO
 X13 BS12 トゥエルビ
巨人×広島 X17X18X19 日テレジータス
 X17X18X19 ＢＳ日テレ
ヤクルト×阪神 X17X18X19 フジテレビONE
中日×横浜DeNA X17X18 J SPORTS 2
ロッテ×楽天 X17X18X19 日テレNEWS24
 X17X18 BS12 トゥエルビ
 X19 BS朝日
西武×ソフトバンク X17X18 フジテレビTWO
 X17 NHK BS1
オリックス×日本ハム X17X18 J SPORTS 3
 X18 NHK BS1
広島×中日 X20X21X22 J SPORTS 1
横浜DeNA×ヤクルト X20X21X22 TBSチャンネル2
阪神×巨人 X20 日テレジータス
 X20 NHK BS1
 X21 GAORA SPORTS  
 X21（R） BS-TBS
 X22 スカイA
ソフトバンク×ロッテ X20X21X22 スポーツライブ＋
楽天×オリックス X20X21X22 J SPORTS 2
 X20 BS12 トゥエルビ
 X22 BSテレ東
日本ハム×西武 X20021X22 GAORA SPORTS  
 X20 ＢＳ日テレ
 X21 フジテレビTWO
広島×ロッテ X24X25X26 J SPORTS 1
巨人×オリックス X24X25X26 日テレジータス
巨人×オリックス X24 NHK BS1

巨人×オリックス X25X26（T） ＢＳ日テレ
横浜DeNA×ソフトバンク X24X25X26 TBSチャンネル2
阪神×楽天 X24X25X26 スカイA
 X25 BS朝日
 024025026 GAORA SPORTS  
ヤクルト×日本ハム X24X25X26 フジテレビONE
 X26 NHK BS1
中日×西武 X24X25X26 J SPORTS 2
ソフトバンク×広島 X27X28X29 スポーツライブ＋
 X29 NHK BS1
ロッテ×阪神 X27X28X29 日テレNEWS24
 X27 NHK BS1
楽天×ヤクルト X27X28X29 J SPORTS 2
日本ハム×巨人 X27X28X29 GAORA SPORTS  
 X27 BSテレ東
 X28 ＢＳ日テレ
 X29 BS朝日
オリックス×中日 X27X28X29 J SPORTS 3
 X27 BS12 トゥエルビ
西武×横浜DeNA X27X28X29 フジテレビTWO
広島×日本ハム X31 J SPORTS 1
巨人×ソフトバンク X31 日テレジータス
 X31 ＢＳ日テレ
阪神×西武 X31 GAORA SPORTS  
 031 スカイA
横浜DeNA×オリックス X31 TBSチャンネル2
ヤクルト×ロッテ X31 フジテレビONE
中日×楽天
 X31 J SPORTS 2
ファーム公式戦  
ソフトバンク×阪神 X1 スポーツライブ＋
日本ハム×巨人 X1 GAORA SPORTS  
巨人×オリックス X4012012 日テレジータス
阪神×中日 X6X7X8 スカイA
日本ハム×ロッテ X6X7X8 GAORA SPORTS  
ソフトバンク×中日 09016017 スポーツライブ＋
ソフトバンク×広島 X10X11X12 スポーツライブ＋
阪神×ソフトバンク X13 GAORA SPORTS  
巨人×ヤクルト 013013016 日テレジータス
西武×巨人 X13X14X15 スポーツライブ＋
阪神×ソフトバンク X14X15 スカイA
巨人×横浜DeNA X17X18X19 日テレジータス
日本ハム×ヤクルト X17X18 GAORA SPORTS  
ソフトバンク×オリックス X24X25X26 スポーツライブ＋
日本ハム×巨人 X24X25X26 GAORA SPORTS  
巨人×楽天 X27X28X29 日テレジータス
阪神×中日 X27 GAORA SPORTS  
西武×楽天 X30X31 スポーツライブ＋ 

サッカー
番組名（対戦カード／大会名） 放送日 チャンネル
高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ2022  
WEST 第5節-2 名古屋グランパスU-18×静岡学園高校
 1 J SPORTS 3
 1／S＝2･4･5 J SPORTS 2
 4／S＝5 J SPORTS 4
EAST 第6節-1 前橋育英高校×青森山田高校
 X7／S＝9･12･14 J SPORTS 2
 7／S＝11･12 J SPORTS 4
EAST 第6節-2 桐生第一高校×大宮アルディージャU18
 7／S＝9･13 J SPORTS 2
 11／S＝12 J SPORTS 4
EAST 第6節-3 横浜FCユース×JFAアカデミー福島U-18
 X8 J SPORTS 1
 8／S＝9･13 J SPORTS 4
 9／S＝11･13･14 J SPORTS 2
EAST 第6節-4 横浜F・マリノスユース×市立船橋高校
 8／S＝10･12 J SPORTS 2
 9／S＝13 J SPORTS 4
WEST 第7節-1 清水エスパルスユース×サンフレッチェ広島F.Cユース
 X14／S＝14･17･18 J SPORTS 2
 14／S＝17･20 J SPORTS 4
WEST 第7節-2 ジュビロ磐田U-18×ヴィッセル神戸U-18
 X15／S＝17･19 J SPORTS 4
 15／S＝16･18･19 J SPORTS 2
EAST 第8節-1 柏レイソルU-18×FC東京U-18
 X21 J SPORTS 3
 21／S＝22･24･25･27･30 J SPORTS 2
 21／S＝25～27 J SPORTS 4
EAST 第8節-2 川崎フロンターレU-18×市立船橋高校
 22／S＝26･27･30 J SPORTS 2
 22／S＝23･24･27･29 J SPORTS 4

スポーツインデックス

7168 213
J SPORTS 1

7147 211
スカイＡ



※スポーツインデックスページに掲載されている作品は、ひかりデラックス・ひかりスタンダード・デジタルプレミアム・デジタルベーシック、もしくは各有料チャンネルのご契約をされているお客様にご視聴いただけます。
※本ページには、各チャンネルのおすすめ作品が掲載されています。各チャンネルで放送されるすべての作品は掲載されていませんので、予めご了承ください。

©JFA 2021年優勝：ローリー・マキロイ©Getty Images

今年は全20チームから24チームに拡
大し、東西各12チームで争われる。「前
橋育英×青森山田」「清水ユース×広島
ユース」は生中継！

今年はプレジデンツカップが行われるた
め、名門クエイルホロークラブからクイ
ッケンローンズが開催されたコースへ。
新コースを制するのは？

高校年代最高峰の戦いを
生中継中心にお届け

メリーランド州の
コースに移して開催

X7日 前10.50～後1.15i　
※再放送あり

XB5･6日 深3.00～翌前7.00　S＝6／7･11
XB7･8日 深2.00～翌前7.00　S＝8･12／9･10･12･14

高円宮杯 JFA U-18 
サッカープレミアリーグ2022

7～
土

PGAツアー2021-22
ウェルズファーゴチャンピオンシップ

5～
木

7169 214
J SPORTS 2

7167 217
ゴルフネットワーク

X：生中継　S：再放送　0：録画　T：トップ中継　R：リレー中継 

  ラグビー
番組名（対戦カード／大会名） 放送日 チャンネル
ジャパンラグビー リーグワン2022（D1）  
D1 第15節-2 ＧＲ東葛×埼玉ＷＫ 1／S＝3･4･6 J SPORTS 1
 5 J SPORTS 4
D1 第15節-3 ＢＬ東京×東京ＳＧ X1／S＝4 J SPORTS 4
 2／S＝3･4 J SPORTS 1
D1 第15節-4 Ｓ東京ベイ×ＳＡ浦安 X1／S＝3 J SPORTS 4
 1／S＝3･4 J SPORTS 1
D1 第15節-5 ＲＨ大阪×静岡ＢＲ 1／S＝3･4 J SPORTS 1
 3 J SPORTS 4
D1 第15節-6 神戸Ｓ×横浜Ｅ X1／S＝4 J SPORTS 4
 1／S＝3･4 J SPORTS 1
D1 第16節-1 埼玉ＷＫ×Ｓ東京ベイ X7／S＝11･20 J SPORTS 4
 7／S＝10･12･16 J SPORTS 1
D1 第16節-2 ＢＲ東京×ＲＨ大阪 7／S＝8･10･13･16 J SPORTS 1
 13／S＝19 J SPORTS 4
D1 第16節-3 トヨタＶ×東京ＳＧ X7／S＝11･20 J SPORTS 4
 7／S＝10･12･18 J SPORTS 1
D1 第16節-4 ＳＡ浦安×神戸Ｓ X8／S＝12･18 J SPORTS 4
 9／S＝11･19 J SPORTS 1
D1 第16節-5 静岡ＢＲ×ＢＬ東京 8／S＝11･15･17 J SPORTS 1
 13／S＝19 J SPORTS 4
D1 第16節-6 横浜Ｅ×ＧＲ東葛 X8／S＝12･18 J SPORTS 4
 11／S＝14 J SPORTS 1
D1 プレーオフ 準決勝-1
 X21／S＝25 J SPORTS 4
 21／S＝23･24 J SPORTS 1
D1 プレーオフ 準決勝-2
 X22／S＝25 J SPORTS 4
 22／S＝23･25 J SPORTS 1
D1 プレーオフ 3位決定戦
 X28／S＝29･30 J SPORTS 1
D1 プレーオフ 決勝
 X29／S＝29･30 J SPORTS 1
ジャパンラグビー リーグワン2022（D2）  
D2 順位決定戦 第2節-2 1 J SPORTS 3
 2／S＝5・6 J SPORTS 1
 6 J SPORTS 4
D2 順位決定戦 第3節-1 8／S＝9・10･12 J SPORTS 1
 10／S＝18 J SPORTS 4
D2 順位決定戦 第3節-2 8／S＝9･11･12 J SPORTS 1
 10／S＝17 J SPORTS 4
ジャパンラグビー リーグワン2022（入替戦）  
入替戦 第1節-1  X20 J SPORTS 3
 20 J SPORTS 2
 23／S＝24 J SPORTS 1
 26 J SPORTS 4
入替戦 第1節-2  X21／S＝26 J SPORTS 4
 21／S＝23 J SPORTS 1
入替戦 第1節-3  21／S＝24･27 J SPORTS 1
 27 J SPORTS 4
入替戦 第1節-4  X22 J SPORTS 4
 22／S＝26 J SPORTS 1
入替戦 第1節-5  22／S＝25･26 J SPORTS 1
入替戦 第2節-1  X27／S＝27･31 J SPORTS 1
入替戦 第2節-2  X28 J SPORTS 4
 28／S＝31 J SPORTS 1
入替戦 第2節-3  28／S＝29 J SPORTS 1
入替戦 第2節-4 28 J SPORTS 2
 28／S＝29 J SPORTS 1
入替戦 第2節-5  28 J SPORTS 3
 29／S＝30 J SPORTS 1
  バスケットボール
番組名（対戦カード／大会名） 放送日 チャンネル
男子テニスATPツアー2022  
ムチュア・マドリード・オープン＜準々決勝1&2＞
 X6／S＝8（セレクション） GAORA SPORTS  
ムチュア・マドリード・オープン＜準々決勝3&4＞
 X6／S＝8（セレクション） GAORA SPORTS  
ムチュア・マドリード・オープン＜準決勝1＞ X7／S＝8（セレクション） GAORA SPORTS  
ムチュア・マドリード・オープン＜準決勝2＞ X7／S＝8（セレクション） GAORA SPORTS  
ムチュア・マドリード・オープン＜決勝＞ X8／S＝9 GAORA SPORTS  
BNLイタリア国際～ローマ～＜準々決勝2&3＞ X13／S＝15（セレクション） GAORA SPORTS  
BNLイタリア国際～ローマ～＜準々決勝4＞ X13／S＝15（セレクション） GAORA SPORTS  
BNLイタリア国際～ローマ～＜準決勝1＞ X14／S＝15（セレクション） GAORA SPORTS  
BNLイタリア国際～ローマ～＜準決勝2＞ X14／S＝15（セレクション） GAORA SPORTS  
BNLイタリア国際～ローマ～＜決勝＞ X15／S＝19 GAORA SPORTS  
BNLイタリア国際～ローマ～＜準々決勝1＞ 16 GAORA SPORTS  
BNLイタリア国際～ローマ～＜準々決勝2＞ 16 GAORA SPORTS

  バスケットボール
番組名（対戦カード／大会名） 放送日 チャンネル
Bリーグ 2021-22  
第35節 宇都宮×千葉（5/1） X1／S＝5 スカイA
第36節 A東京×宇都宮（5/7） X7 NHK BS1
第36節 A東京×宇都宮（5/8） 8／S＝11･12 J SPORTS 3
第36節 茨城×群馬（5/8） X8 BS12 トゥエルビ
第36節 琉球×広島（5/8） X8／S＝13 スカイA
チャンピオンシップ 準々決勝 第1試合(5/14) X14 J SPORTS 4
 16／S＝17 J SPORTS 3
チャンピオンシップ 準々決勝 第2試合(5/15) X15 J SPORTS 2
 16／S＝18 J SPORTS 3
チャンピオンシップ 準々決勝 第3試合(5/16) X16 J SPORTS 2
 17／S＝19 J SPORTS 3
チャンピオンシップ 準決勝 第1試合(5/21) X21／S＝22･25 J SPORTS 3
チャンピオンシップ 準決勝 第2試合(5/22) X22／S＝26 J SPORTS 3
チャンピオンシップ 準決勝 第3試合(5/23) X23 J SPORTS 2
 26 J SPORTS 3
チャンピオンシップ 決勝 第1試合(5/28) X28 J SPORTS 1
 29／S＝31 J SPORTS 3
チャンピオンシップ 決勝 第2試合(5/29)
 X29／S＝30･31 J SPORTS 3
チャンピオンシップ 決勝 第3試合(5/30)
 X30 J SPORTS 4
  ゴルフ
番組名（対戦カード／大会名） 放送日 チャンネル
PGAツアー2021-2022  
ウェルズファーゴチャンピオンシップ 1日目
 X5／S＝6 ゴルフネットワーク
ウェルズファーゴチャンピオンシップ 2日目
 X6／S＝7･11 ゴルフネットワーク
ウェルズファーゴチャンピオンシップ 3日目
 X7／S＝8･12 ゴルフネットワーク
ウェルズファーゴチャンピオンシップ 最終日
 X8／S＝9･10･12･14 ゴルフネットワーク
AT&Tバイロン・ネルソン 1日目 X13／S＝13 ゴルフネットワーク
AT&Tバイロン・ネルソン 2日目 X14／S＝14･18 ゴルフネットワーク
AT&Tバイロン・ネルソン 3日目 X14／S＝15･19･23 ゴルフネットワーク
AT&Tバイロン・ネルソン 最終日 X15／S＝16･17･20･23 ゴルフネットワーク
チャールズ・シュワブチャレンジ 1日目
 X27／S＝27 ゴルフネットワーク
チャールズ・シュワブチャレンジ 2日目
 X28／S＝28 ゴルフネットワーク
チャールズ・シュワブチャレンジ 3日目
 X28／S＝29 ゴルフネットワーク
チャールズ・シュワブチャレンジ 最終日
 X29／S＝30･31 ゴルフネットワーク
国内女子ツアー2022  
ワールドレディスチャンピオンシップ 1日目 9番ホール
 X5／S＝9 日テレジータス
ワールドレディスチャンピオンシップ 2日目 X6／S＝9 日テレジータス
ワールドレディスチャンピオンシップ 3日目 1番・前半ホール
 X7／S＝10 日テレジータス
ワールドレディスチャンピオンシップ 3日目 地上波 7／S＝10 日テレジータス
ワールドレディスチャンピオンシップ 3日目 後半ホール日テレプラス版
 10 日テレジータス
ワールドレディスチャンピオンシップ 最終日 1番・前半ホール
 X8／S＝11 日テレジータス
ワールドレディスチャンピオンシップ 最終日 地上波 8／S＝11 日テレジータス
ワールドレディスチャンピオンシップ 最終日 後半ホール日テレプラス版
 11 日テレジータス
ブリヂストンレディスオープン 2022 3日目 1番ホール
 X21／S＝23 日テレジータス
ブリヂストンレディスオープン 2022 3日目地上波 21／S＝23 日テレジータス
ブリヂストンレディスオープン 2022 最終日 1番ホール
 X22／S＝24 日テレジータス
ブリヂストンレディスオープン 2022 最終日地上波 22／S＝25 日テレジータス
JLPGAステップ・アップ・ツアー2022  
ツインフィールズレディーストーナメント 第1日（PART1）
 X19／S＝19（PART1+2） スカイA
ツインフィールズレディーストーナメント 第1日（PART2）
 X19／S＝19（PART1+2） スカイA
ツインフィールズレディーストーナメント 第2日（PART1）
 X20／S＝20（PART1+2） スカイA
ツインフィールズレディーストーナメント 第2日（PART2）
 X20／S＝20（PART1+2） スカイA
ツインフィールズレディーストーナメント 最終日（PART1）
 X21／S＝21（PART1+2） スカイA
ツインフィールズレディーストーナメント 最終日（PART2）
 X21／S＝21(PART1+2)／30 スカイA

※掲載情報は4月1日時点です。 ※新型コロナウイルスの状況や都合により、番組の内容・日時が変更、あるいは放送が中止となる場合があります。






