
■ファミリー劇場の
　ご視聴方法は

ファミ劇

カスタマーセンター

1 月　月間番組表2020年

※1月のメンテナンスによる放送休止：1/15（水）1：00 ～ 7：00、1/23（木）1：00 ～ 7：00

6:00 初笑い！ 6:00 連続テレビ小説 あまちゃん 6:00 連続テレビ小説 あまちゃん 6:00 松本清張サスペンス 強き蟻 6:00 松本清張サスペンス 黒い画集-草- 6:00 志村通 #24 6:00 志村通 #25
ザ・ドリフターズ全員集合！！ #37-114 #115-156 （米倉涼子主演） （村上弘明主演） 6:30 取調室19 6:30 松本清張サスペンス 鉢植を買う女

7:25 志村けんのバカ殿様 18:50 刑事　ガサ姫１ 8:05 松本清張サスペンス 球形の荒野 8:05 松本清張サスペンス わるいやつら 8:30 不倫調査員 片山由美１ （池上季実子主演）
2003お年玉スペシャル（03.1.4） 20:40 刑事　ガサ姫２ （木村佳乃主演） （船越英一郎主演） 10:30 情報番組 8:30 不倫調査員 片山由美2

9:35 東京タラレバ娘 #1-10 22:30 刑事　ガサ姫３ 10:00 絶対零度 10:00 絶対零度 11:00 湯けむりドクター　 10:30 情報番組
19:00 連続テレビ小説 あまちゃん 24:20 検事　沢木正夫１ ～未解決事件特命捜査～ #1-11 ～特殊犯罪潜入捜査～ #1-11 華岡万里子の温泉事件簿１ 11:00 湯けむりドクター 

#1-36 26:10 検事　沢木正夫２ 19:40 絶対零度 19:45 アルプスの少女ハイジ総集編（前）HD 13:00 犯罪交渉人ゆり子１ 華岡万里子の温泉事件簿2
28:00 検事　沢木正夫３ ～未解決事件特命捜査～SP 21:25 アルプスの少女ハイジ総集編（後）HD 15:00 さすらい署長 風間昭平10 13:00 犯罪交渉人ゆり子2

21:45 黄金の豚 23:15 さくらももこ劇場 コジコジ HD 17:00 捜査検事 近松茂道14 15:00 さすらい署長 風間昭平11 
-会計検査庁 特別調査課- #1-9 #93-100 19:00 連続テレビ小説 あまちゃん 17:00 刑事の証明1

27:00 江戸川乱歩シリーズ #1-6 19:00 連続テレビ小説 あまちゃん 
天国と地獄の美女 20:55 アットホーム・ダッド #1 #7-12

22:00 西部警察 HD #7-8 21:00 アットホーム・ダッド #2
24:00 宇宙戦艦ヤマト2202 22:00 AD-LIVE 2018

愛の戦士たち #22 ［埼玉公演(1日目)昼公演］
24:30 宇宙戦艦ヤマト2 #22 24:00 宇宙戦艦ヤマト2202 
25:00 アカギ 鷲巣麻雀編 #1-2 愛の戦士たち #23
27:00 志村屋です。 #74 24:30 宇宙戦艦ヤマト2 #23
27:30 ドリフ大爆笑 #45 25:00 アカギ 鷲巣麻雀編 #3-4
28:55 西部警察 HD #37 27:00 情報番組

27:30 ドリフ大爆笑 #46
28:55 西部警察 HD #38

6:00 志村通 #26 6:00 志村通 #27 6:00 志村通 #28 6:15 占い師みすず 事件は運命の彼方に1 6:00 弁護士 一之瀬凛子1 6:00 志村通 #29 6:00 志村通 #30
6:30 松本清張サスペンス ガラスの城 6:30 ブラック・ジャック21 #11-14 6:30 松本清張サスペンス 白い闇 8:10 占い師みすず 事件は運命の彼方に2 7:50 内田康夫サスペンス 6:30 パートタイム探偵1 6:30 パートタイム探偵2
（岸本加世子主演） 8:30 不倫調査員 片山由美4 （大竹しのぶ主演） 10:05 占い師みすず 事件は運命の彼方に3 多摩湖畔殺人事件 8:30 不倫調査員 片山由美6 8:30 不倫調査員 片山由美7

8:30 不倫調査員 片山由美3 10:30 情報番組 8:30 不倫調査員 片山由美5 12:00 ウルトラマンレオ HD #1-2 9:35 内田康夫サスペンス 10:30 情報番組 10:30 情報番組
10:30 情報番組 11:00 湯けむりドクター 10:30 情報番組 13:00 仮面ライダーW（ダブル） #1-2 鬼刑事と車椅子の少女 11:00 湯けむりドクター 11:00 湯けむりドクター 
11:00 湯けむりドクター 華岡万里子の温泉事件簿4 11:00 パートタイマー刑事・ 14:00 逆境無頼カイジ #1-26 ドクターブライダル 華岡万里子の温泉事件簿5 華岡万里子の温泉事件簿6

華岡万里子の温泉事件簿3 13:00 新・犯罪交渉人 百合子 月形兄妹の事件簿1 25:50 さすらい温泉 遠藤憲一 #1-5 11:20 セカンドバージン #1-10 13:00 銀河英雄伝説 13:00 特命おばさん検事！
13:00 犯罪交渉人ゆり子3 15:00 漬けモノ学者・竹之内春彦 12:55 パートタイマー刑事・ 28:15 江戸川乱歩シリーズ 20:00 AKB48 ネ申テレビ シーズン32 #10 Die Neue These 邂逅 #1-12 花村絢乃の事件ファイル1
15:00 さすらい署長 風間昭平12 京都殺人100選 月形兄妹の事件簿2 エマニエルの美女 20:30 STU48 イ申テレビ シーズン6 #10 19:00 銀河英雄伝説 15:00 鉄道警察官 清村公三郎1
17:00 刑事の証明2 17:00 情報番組 14:50 軽井沢駐在犬日誌 21:00 映画「セカンドバージン」 Die Neue These 星乱 #13-14 17:00 刑事の証明3
19:00 連続テレビ小説 あまちゃん 17:30 ドリフ大爆笑 #87 16:40 ハガネの警察医 22:55 緊急検証！ 20:00 「宇宙戦艦ヤマト2202」 19:00 連続テレビ小説 あまちゃん 

#13-18 19:00 連続テレビ小説 あまちゃん 18:30 情報番組 2020年版超新約黙示録 コンサート2019 ソノ・トキ・キミ・ト #25-30
21:00 アットホーム・ダッド #3 #19-24 19:00 ドリフ大爆笑 #33 ～第6回紅白オカルト合戦～ -Close to you tonight- 先行特別版 21:00 アットホーム・ダッド #5
22:00 銀河英雄伝説 本伝（BD版） 21:00 アットホーム・ダッド #4 20:30 秘密結社 鷹の爪 GT #36-38 24:20 ザ・歴史捜査　消えた戦国の城 21:15 さらば宇宙戦艦ヤマト 22:00 AD-LIVE 2018

#25-28 22:00 京女刑事 真行寺メイ1 21:00 ブラック・ジャック21 #4-5 ～白川郷の埋蔵金を追え！～（仮） 愛の戦士たち 4K ［埼玉公演(1日目)夜公演］
24:00 宇宙戦艦ヤマト2202 24:00 宇宙戦艦ヤマト2202 22:00 ほんとにあった！呪いのビデオ63 25:20 さすらい温泉 遠藤憲一 24:00 宇宙戦艦ヤマト2202 24:00 宇宙戦艦ヤマトⅢ #1-2

愛の戦士たち #24 愛の戦士たち #25 23:25 ほんとにあった！呪いのビデオ34 #6-7、9-12 愛の戦士たち #26 25:00 メンテナンスのため放送休止
24:30 宇宙戦艦ヤマト2 #24 24:30 宇宙戦艦ヤマト2 #25 24:40 ほんとにあった！呪いのビデオ36 28:10 江戸川乱歩シリーズ 24:30 宇宙戦艦ヤマト2 #26
25:00 アカギ 鷲巣麻雀編 #5-6 25:00 アカギ 鷲巣麻雀編 #7-8 25:50 呪怨 ビデオオリジナル版［PG-12相当］ 白い乳房の美女 25:00 アカギ 鷲巣麻雀編 #9-10
27:00 志村流 #8 27:00 志村流 #9 27:10 すんドめ [R-15相当] 27:00 志村屋です。 #75
27:30 ドリフ大爆笑 #47 27:30 ドリフ大爆笑 #48 28:35 すんドめ2 [R-15相当] 27:30 ドリフ大爆笑 #49
28:55 西部警察 HD #39 28:55 西部警察 HD #40 28:55 西部警察 HD #41

6:00 メンテナンスのため放送休止 6:00 志村通 #31 6:00 志村流 #10 6:00 西村京太郎サスペンス 6:00 弁護士 一之瀬凛子2 6:00 志村通 #32 6:00 志村通 #33
7:00 江戸川乱歩シリーズ 6:30 ブラック・ジャック21 #15-17 6:30 西村京太郎サスペンス 四つの終止符 日本一周「旅号」殺人事件 8:00 AKB48 ネ申テレビ シーズン32 #10 6:30 西村京太郎サスペンス 海の沈黙 6:30 西村京太郎サスペンス 天使の傷痕 
浴室の美女 8:00 コケッコーさん #16 8:30 不倫調査員 片山由美10 8:20 街占師 北白川晶子の事件占い1 8:30 STU48 イ申テレビ シーズン6 #10 8:30 不倫調査員 片山由美11 8:30 不倫調査員 片山由美12

8:30 不倫調査員 片山由美8 8:30 不倫調査員 片山由美9 10:30 情報番組 10:10 街占師 北白川晶子の事件占い2 9:10 松本清張サスペンス 張込み 10:30 情報番組 10:30 情報番組
10:30 情報番組 10:30 情報番組 11:00 温泉女将 ふたりの事件簿1 12:00 ウルトラマンレオ HD #3-4 （若村麻由美主演） 11:00 浦上伸介事件ファイル2 11:00 浦上伸介事件ファイル3
11:00 湯けむりドクター 11:00 浦上伸介事件ファイル1 12:50 温泉女将 ふたりの事件簿2 13:00 仮面ライダーW（ダブル） #3-4 11:00 雲の階段 #1-10 13:00 特命おばさん検事！ 13:00 特命おばさん検事！

華岡万里子の温泉事件簿7 13:00 特命おばさん検事！ 14:40 温泉女将 ふたりの事件簿3 14:00 逆境無頼カイジ 破戒録篇 #1-26 20:00 AKB48 ネ申テレビ シーズン32 #11 花村絢乃の事件ファイル4 花村絢乃の事件ファイル5
13:00 特命おばさん検事！ 花村絢乃の事件ファイル3 16:30 警視庁特捜対策室 迷宮捜査の女 25:30 天 天和通りの快男児 #1-9 20:30 STU48 イ申テレビ シーズン6 #11 15:00 鉄道警察官 清村公三郎4 15:00 鉄道警察官 清村公三郎5

花村絢乃の事件ファイル2 15:00 鉄道警察官 清村公三郎3 18:30 情報番組 21:00 AD-LIVE 2018 17:00 刑事の証明5 17:00 刑事の証明6
15:00 鉄道警察官 清村公三郎2 17:00 情報番組 19:00 ドリフ大爆笑 #34 ［埼玉公演(3日目)昼公演］ 19:00 連続テレビ小説 あまちゃん 19:00 連続テレビ小説 あまちゃん 
17:00 刑事の証明4 17:30 ドリフ大爆笑 #88 20:30 秘密結社 鷹の爪 GT #1-3 22:55 AD-LIVE 2018 #43-48 #49-54
19:00 連続テレビ小説 あまちゃん 19:00 連続テレビ小説 あまちゃん 21:00 ブラック・ジャック21 #6-7 ［埼玉公演(3日目)夜公演］ 21:00 アットホーム・ダッド #8 21:00 アットホーム・ダッド #9

#31-36 #37-42 22:00 ほんとにあった！呪いのビデオ64 24:50 AD-LIVE 2017 22:00 西部警察 HD #9-10 22:00 AD-LIVE 2018
21:00 アットホーム・ダッド #6 21:00 アットホーム・ダッド #7 23:35 ほんとにあった！呪いのビデオ45 ［千葉公演(1日目)昼公演］ 24:00 宇宙戦艦ヤマトⅢ #7-8 ［埼玉公演(2日目)昼公演］
22:00 銀河英雄伝説 22:00 京女刑事 真行寺メイ2 24:55 ほんとにあった！呪いのビデオ48 26:35 AD-LIVE 2017 25:00 アカギ 竜崎・矢木編／市川編 #5 24:00 宇宙戦艦ヤマトⅢ #9-10

Die Neue These 星乱 #13 24:00 宇宙戦艦ヤマトⅢ #5-6 26:10 呪怨2 ビデオオリジナル版 ［千葉公演(1日目)夜公演］ 26:00 アカギ 鷲巣麻雀完結編 #1 25:00 アカギ 鷲巣麻雀完結編 #2-3
22:30 銀河英雄伝説 本伝（BD版） #29-31 25:00 アカギ 竜崎・矢木編／市川編 #3-4 ［PG-12相当］ 28:10 劇場版 あの日見た花の名前を 27:00 志村屋です。 #76 27:00 情報番組
24:00 宇宙戦艦ヤマトⅢ #3-4 27:00 AKB48 ネ申テレビ シーズン32 #10 27:35 闇金ウシジマくん ザ・ファイナル 僕達はまだ知らない。 27:30 ドリフ大爆笑 #52 27:30 ドリフ大爆笑 #53
25:00 アカギ 竜崎・矢木編／市川編 #1-2 27:30 ドリフ大爆笑 #51 （劇場版）［PG-12］ 28:55 西部警察 HD #44 28:55 西部警察 HD #45
27:00 STU48 イ申テレビ シーズン6 #10 28:55 西部警察 HD #43
27:30 ドリフ大爆笑 #50
28:55 西部警察 HD #42

6:00 志村通 #34 6:00 メンテナンスのため放送休止 6:00 志村通 #35 6:00 松本清張サスペンス 6:00 弁護士 一之瀬凛子3 6:00 志村通 #36 6:00 志村通 #37
6:30 西村京太郎サスペンス 脅迫者 7:00 ドリフ大爆笑 #22 6:30 藤田宜永サスペンス 異端の夏 黒い画集 紐（余貴美子主演） 8:00 AKB48 ネ申テレビ シーズン32 #11 6:30 神楽坂署・生活安全課1 6:30 神楽坂署 生活安全課2 
8:30 不倫調査員 片山由美13 8:30 不倫調査員 片山由美14 8:30 取調室1 8:20 特捜刑事 遠山怜子1 8:30 STU48 イ申テレビ シーズン6 #11 8:30 取調室2 8:30 取調室3

10:30 情報番組 10:30 情報番組 10:30 情報番組 10:10 特捜刑事 遠山怜子2 9:00 浅見光彦スペシャル 貴賓室の怪人 10:30 情報番組 10:30 情報番組
11:00 浦上伸介事件ファイル4 11:00 浦上伸介事件ファイル5 11:00 女かけこみ寺刑事 大石水穂1 12:00 ウルトラマンレオ HD #5-6 11:05 劇場版 はいからさんが通る 前編 11:00 浦上伸介事件ファイル6 11:00 猪熊夫婦の駐在日誌1
13:00 松本清張サスペンス 眼の気流 13:00 ブランド刑事1 12:50 女かけこみ寺刑事 大石水穂2 13:00 仮面ライダーW（ダブル） #5-6 12:50 劇場版 はいからさんが通る 後編 13:00 ブランド刑事2 13:00 ブランド刑事3

（的場浩司主演） 15:00 鉄道警察官 清村公三郎7 14:40 山岳刑事1 14:00 闘牌伝説アカギ 14:45 DEATH NOTE リライト 幻視する神 15:00 鉄道警察官 清村公三郎8 15:00 鉄道警察官 清村公三郎9
15:00 鉄道警察官 清村公三郎6 17:00 情報番組 16:35 山岳刑事2 闇に舞い降りた天才 #1-26 17:05 DEATH NOTE リライト2 Lを継ぐ者 17:00 刑事の証明8 17:00 刑事の証明9
17:00 刑事の証明7 17:30 ドリフ大爆笑 #89 18:30 情報番組 25:30 天 天和通りの快男児 #10-12 18:50 金田一少年の事件簿 #16-17 19:00 連続テレビ小説 あまちゃん 19:00 連続テレビ小説 あまちゃん 
19:00 連続テレビ小説 あまちゃん 19:00 連続テレビ小説 あまちゃん 19:00 ドリフ大爆笑 #35 27:00 超アニメ！！ 20:00 AKB48 ネ申テレビ #67-72 #73-78

#55-60 #61-66 20:30 秘密結社 鷹の爪 GT #7-9 闘牌伝説アカギ 2006特別版 20:30 STU48 イ申テレビ 20:50 アットホーム・ダッド #12 20:50 偽装の夫婦 #1
21:00 アットホーム・ダッド #10 21:00 アットホーム・ダッド #11 21:00 ブラック・ジャック21 #8-9 29:10 志村屋です。 #24 21:00 AD-LIVE 2018 22:00 西部警察 HD #11-12 22:00 AD-LIVE 2018
22:00 銀河英雄伝説 22:00 伊豆・竜宮伝説殺人事件 22:00 ほんとにあった！呪いのビデオ72 ［埼玉公演(4日目)昼公演］ 24:00 宇宙戦艦ヤマトⅢ #15-16 ［埼玉公演(2日目)夜公演］

Die Neue These 星乱 #14 24:00 宇宙戦艦ヤマトⅢ #13-14 23:20 ほんとにあった！呪いのビデオ73 22:40 AD-LIVE 2018 25:00 呪怨 ビデオオリジナル版 24:00 宇宙戦艦ヤマトⅢ #17-18
22:30 銀河英雄伝説 本伝（BD版） 25:00 すんドめ New 24:50 ほんとにあった！呪いのビデオ74 ［埼玉公演(4日目)夜公演］ ［PG-12相当］ 25:00 呪怨2 ビデオオリジナル版

#32-34 26:30 STU48 イ申テレビ シーズン6 #11 26:20 呪怨 24:25 AD-LIVE 2017 26:25 稲川淳二の超こわい話ふたたび #3 ［PG-12相当］
24:00 宇宙戦艦ヤマトⅢ #11-12 27:00 AKB48 ネ申テレビ シーズン32 #11 28:00 すんドめ New 2 ［千葉公演(2日目)昼公演］ 27:00 志村屋です。 #77 26:25 稲川淳二の超こわい話ふたたび #4
25:00 メンテナンスのため放送休止 27:30 ドリフ大爆笑 #54 29:25 志村流 #11 26:05 AD-LIVE 2017 27:30 ドリフ大爆笑 #55 27:00 情報番組

28:55 西部警察 HD #46 ［千葉公演(2日目)夜公演］ 28:55 西部警察 HD #47 27:30 ドリフ大爆笑 #56
27:50 心が叫びたがってるんだ。 28:55 西部警察 HD #48

6:00 志村通 #38 6:00 志村通 #39 6:00 志村通 #40
6:30 神楽坂署 生活安全課3 6:30 神楽坂署 生活安全課4 6:30 神楽坂署 生活安全課5
8:30 取調室4 8:30 取調室5 8:30 取調室6

10:30 情報番組 10:30 情報番組 10:30 情報番組
11:00 猪熊夫婦の駐在日誌2 11:00 猪熊夫婦の駐在日誌3 11:00 あんみつ検事の捜査ファイル1
13:00 家庭教師が解く！1 13:00 家庭教師が解く！2 12:55 あんみつ検事の捜査ファイル2
15:00 鉄道警察官 清村公三郎10 15:00 鉄道警察官 清村公三郎11 14:45 恋する京女将 音姫千尋の事件簿1
17:00 SRO～警視庁広域捜査 17:00 情報番組 16:40 恋する京女将 音姫千尋の事件簿2

専任特別調査室～ 17:30 ドリフ大爆笑 #90 18:30 情報番組
19:00 連続テレビ小説 あまちゃん 19:00 連続テレビ小説 あまちゃん 19:00 ドリフ大爆笑 #36

#79-84 #85-90 20:30 秘密結社 鷹の爪 GT #13-15
21:00 偽装の夫婦 #2 21:00 偽装の夫婦 #3 21:00 ブラック・ジャック21 #10-11
22:00 銀河英雄伝説 22:00 無敵の法律事務所！ 22:00 ほんとにあった！呪いのビデオ81

Die Neue These 星乱 #15 弁護の鉄人 橘明日香 23:35 ほんとにあった！呪いのビデオ75
22:30 銀河英雄伝説 本伝（BD版） 24:00 宇宙戦艦ヤマトⅢ #21-22 25:15 ほんとにあった！呪いのビデオ33

#35-37 25:00 呪怨2 26:30 貞子vs伽椰子
24:00 宇宙戦艦ヤマトⅢ #19-20 27:00 AKB48 ネ申テレビ 28:20 18倫 アイドルを探せ！ 
25:00 呪怨 27:30 ドリフ大爆笑 #58 [R-15相当]
27:00 STU48 イ申テレビ 28:55 西部警察 HD #50
27:30 ドリフ大爆笑 #57
28:55 西部警察 HD #49

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24

31

25 26 27 28

（水） （木）

（水・祝） （木） （金） （土） （日） （月） （火）

（水） （木） （金） （土） （日） （月・祝） （火）

（水） （木） （金） （土） （日） （月） （火）

（水） （木） （金） （土） （日） （月） （火）

29 30 （金）


