
■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

5 月　月間番組表2020年

※5月のメンテナンスによる放送休止：5/18（月）2：30 ～ 6：00、6/1（月）1：00 ～ 6：00

スカパー！でご視聴のお客様…5/20（水）3：55 ～ 4：00、5/27（水） 3：55 ～ 4：00

6:00 AKB48 ネ申テレビ シーズン25 #10 6:00 STU48 イ申テレビ シーズン2 #2 6:00 銀河英雄伝説 本伝（BD版） #5-14 6:00 銀河英雄伝説 本伝（BD版） #15-26 6:00 銀河英雄伝説 本伝（BD版） #27-38 6:00 銀河英雄伝説 本伝（BD版） #39-50 6:00 銀河英雄伝説 本伝（BD版） #51-59
6:30 カードGメン 小早川茜1 6:30 激突！アラフィフ熟女刑事の事件簿 11:00 絶対零度～未解決事件特命捜査～ #1-11 11:40 消えた戦国の城 白川郷の埋蔵金を追え！ 11:40 金田一少年の事件簿 #1-20 11:40 SRO～警視庁広域捜査 10:30 情報番組
8:25 カードGメン 小早川茜2 8:20 立証 ～離婚弁護士 香月佳美 20:50 絶対零度～未解決事件特命捜査～SP 12:45 絶対零度～特殊犯罪潜入捜査～ #1-11 21:40 闇金ウシジマくん #1-9 専任特別調査室～ 11:00 農家の嫁は弁護士！

10:20 カードGメン 小早川茜3 10:15 銀河英雄伝説 本伝（BD版） #1-4 23:00 AKB48 ネ申テレビ シーズン25 #11 22:30 啄木鳥探偵處 #1-4 25:50 闇金ウシジマくん Season2 #1-9 13:30 僕のヤバイ妻 #1-9 神谷純子のふるさと事件簿1
12:20 カードGメン 小早川茜4 12:15 ドリフ大爆笑特別総集編 #185 23:30 STU48 イ申テレビ シーズン2 #5 24:30 啄木鳥探偵處ビジュアルコメンタリー 22:00 闇金ウシジマくん Part2 13:00 優雅な悪事2
14:20 カードGメン 小早川茜5 （88.4.5） 24:00 GARO -VERSUS ROAD- #5 「おしゃべり探偵處」 #4 （劇場版）［PG-12］ 15:00 弁護士 一之瀬凛子1
16:15 カードGメン 小早川茜6 14:00 Shimura XYZ #13-14 24:30 勇者ヨシヒコと悪霊の鍵 #7-11 25:00 勇者ヨシヒコと導かれし七人 #5-12 24:25 闇金ウシジマくん Season3 #1-9 17:00 情報番組
18:10 カードGメン 小早川茜7 14:55 変なおじさんTV #68-69 27:30 勇者ヨシヒコと導かれし七人 #1-4 28:35 すんドめ2 [R-15相当] 17:30 巨悪は眠らせない 特捜検事の逆襲
20:05 カードGメン 小早川茜8 15:50 志村通 #19 19:35 巨悪は眠らせない 特捜検事の標的
22:00 ほんとにあった！呪いのビデオBEST10 16:20 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ #1 21:25 闇金ウシジマくん Part3
23:30 ほんとにあった！呪いのビデオ49 16:50 志村屋です。 #24 （劇場版）［PG-12］
24:50 ほんとにあった！呪いのビデオ50 17:45 志村けんのバカ殿様 超豪華！！ 23:45 闇金ウシジマくん ザ・ファイナル
26:20 ほんとにあった！呪いのビデオ65 21世紀スペシャル！！（01.1.5） （劇場版）［PG-12］
28:00 ほんとにあった！呪いのビデオ66 20:00 勇者ヨシヒコと魔王の城 #1-12 26:05 AKB48 ネ申テレビ シーズン25 #11

26:40 勇者ヨシヒコと悪霊の鍵 #1-6 26:35 STU48 イ申テレビ シーズン2 #5
27:05 江戸川乱歩シリーズ 氷柱の美女
28:30 江戸川乱歩シリーズ 浴室の美女

6:00 銀河英雄伝説 本伝（BD版） #60-68 6:00 銀河英雄伝説 本伝（BD版） #69-72 6:00 警察署長 たそがれ正治郎1 6:00 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ #27 6:00 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ #28 6:00 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ #29 6:00 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ #30
10:30 情報番組 8:20 内田康夫サスペンス 多摩湖畔殺人事件 8:00 AKB48 ネ申テレビ シーズン25 #11 6:30 釣りキチ三平 HD #1 6:30 釣りキチ三平 HD #2 6:30 釣りキチ三平 HD #3 6:30 釣りキチ三平 HD #4
11:00 心理分析捜査官 崎山知子1 10:10 内田康夫サスペンス 8:30 STU48 イ申テレビ シーズン2 #5 7:00 ドリフ大爆笑 #91 7:00 ドリフ大爆笑 #92 7:00 ドリフ大爆笑 #93 7:00 ドリフ大爆笑 #94
12:55 心理分析捜査官 崎山知子2 鬼刑事と車椅子の少女 9:00 緊急検証！宇宙人地球侵略史 8:30 森村誠一サスペンス棟居刑事シリーズ1 8:30 森村誠一サスペンス棟居刑事シリーズ2 8:30 森村誠一サスペンス棟居刑事シリーズ3 8:30 森村誠一サスペンス棟居刑事シリーズ4
14:50 今野敏サスペンス 廉恥 ドクターブライダル 10:15 街占師 北白川晶子の事件占い1 10:30 情報番組 10:30 情報番組 10:30 情報番組 10:30 情報番組

警視庁強行犯 樋口顕 12:00 ウルトラマンレオ HD #33-34 12:05 銭の捜査官 西カネ子 11:00 農家の嫁は弁護士！ 11:00 農家の嫁は弁護士！ 11:00 農家の嫁は弁護士！ 11:00 パートタイム探偵1
16:40 今野敏サスペンス ビート 13:00 仮面ライダーW（ダブル） #33-34 14:00 深夜食堂 3 #21-30 神谷純子のふるさと事件簿2 神谷純子のふるさと事件簿3 神谷純子のふるさと事件簿4 13:00 山村美紗サスペンス 

警視庁強行犯・樋口顕 14:00 金田一少年の事件簿 #109-110 18:40 深夜食堂 4 #31、#33-40 13:00 芸者弁護士 藤波清香 13:00 不倫調査員 片山由美1 13:00 山村美紗サスペンス 不倫調査員 片山由美2 不倫調査員 片山由美3
18:30 情報番組 15:00 深夜食堂 #1-10 23:00 AKB48 ネ申テレビ シーズン25 #12 15:00 弁護士 一之瀬凛子2 15:00 弁護士 一之瀬凛子3 15:00 パートタイマー刑事・月形兄妹の事件簿1 15:00 パートタイマー刑事・月形兄妹の事件簿2
19:00 ドリフ大爆笑 #47 19:40 深夜食堂 2 #11-20 23:30 STU48 イ申テレビ シーズン2 #6 17:00 特命おばさん検事！ 17:00 特命おばさん検事！ 17:00 特命おばさん検事！ 17:00 情報番組
20:30 志村塾 #5 24:10 宇宙戦艦ヤマト 完結編 HD 24:00 GARO -VERSUS ROAD- #6 花村絢乃の事件ファイル1 花村絢乃の事件ファイル2 花村絢乃の事件ファイル3 17:30 ドリフ大爆笑 #104
21:00 ブラック・ジャック（OVA） #Ⅸ 27:05 江戸川乱歩シリーズ 白い人魚の美女 24:30 宇宙戦艦ヤマト 復活篇 19:00 ヤメ刑探偵 加賀美塔子1 19:00 ヤメ刑探偵 加賀美塔子2 19:00 ヤメ刑探偵 加賀美塔子3 19:00 森村誠一サスペンス 刑事の証明1
22:00 ほんとにあった！呪いのビデオ83 28:30 江戸川乱歩シリーズ 黒水仙の美女 26:55 江戸川乱歩シリーズ 妖精の美女 20:55 エンジェル・ハート #8 20:55 エンジェル・ハート #9 20:50 雲の階段 #1 20:50 雲の階段 #2
23:15 ほんとにあった！呪いのビデオ76 28:45 実写版 マイコうそみたい！ 22:00 西部警察 HD #39-40 22:00 AD-LIVE 10th Anniversary stage 22:00 銀河英雄伝説 22:00 ミッドナイト・ジャーナル 
24:50 ほんとにあった！呪いのビデオ37 24:00 啄木鳥探偵處 #5 ～とてもスケジュールがあいました～ Die Neue These 邂逅 #9-10 消えた誘拐犯を追え！七年目の真実
26:00 ほんとにあった！呪いのビデオ38 24:30 啄木鳥探偵處ビジュアルコメンタリー ［1日目夜公演］ 23:00 銀河英雄伝説 本伝（BD版） #73-74 24:00 ブラック・ジャック（OVA） #Ⅲ
27:10 ほんとにあった！呪いのビデオ39 「おしゃべり探偵處」 #5 24:00 ブラック・ジャック（OVA） #Ⅰ 24:00 ブラック・ジャック（OVA） #Ⅱ 25:00 江戸川乱歩シリーズ 
28:20 江戸川乱歩シリーズ 死刑台の美女 25:00 江戸川乱歩シリーズ 宝石の美女 25:00 江戸川乱歩シリーズ 25:00 江戸川乱歩シリーズ 大時計の美女

26:30 情報番組 悪魔のような美女 赤いさそりの美女 27:00 AKB48 ネ申テレビ シーズン25 #12
27:00 志村屋です。 #85 27:00 志村流 #26 27:00 STU48 イ申テレビ シーズン2 #6 27:30 実写版 まいっちんぐマチコ先生 
27:30 ドリフ大爆笑 #108 27:30 ドリフ大爆笑 #109 27:30 ドリフ大爆笑 #110 Go！Go！家庭訪問！！
28:55 西部警察 HD #99 28:55 西部警察 HD #100 28:55 西部警察 HD #101 28:55 西部警察 HD #102

6:00 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ #31 6:20 猪熊夫婦の駐在日誌1 6:00 警察署長 たそがれ正治郎2 6:00 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ #32 6:00 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ #33 6:00 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ #34 6:00 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ #35
6:30 占い師みすず 事件は運命の彼方に1 8:15 猪熊夫婦の駐在日誌2 8:00 AKB48 ネ申テレビ シーズン25 #12 6:30 釣りキチ三平 HD #5 6:30 釣りキチ三平 HD #6 6:30 釣りキチ三平 HD #7 6:30 釣りキチ三平 HD #8
8:30 警察庁 特別広域捜査官 10:10 猪熊夫婦の駐在日誌3 8:30 STU48 イ申テレビ シーズン2 #6 7:00 ドリフ大爆笑 #95 7:00 ドリフ大爆笑 #96 7:00 ドリフ大爆笑 #97 7:00 ドリフ大爆笑 #98
宮之原警部の愛と追跡 12:00 ウルトラマンレオ HD #35-36 9:00 街占師 北白川晶子の事件占い2 8:30 浦上伸介事件ファイル1 8:30 浦上伸介事件ファイル2 8:30 浦上伸介事件ファイル3 8:30 浦上伸介事件ファイル4

10:30 情報番組 13:00 仮面ライダーW（ダブル） #35-36 10:45 あの素晴しい歌をもう一度 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 警察庁 特別広域捜査官 14:00 金田一少年の事件簿 #24-27 コンサート2019 11:00 パートタイム探偵2 11:00 刑事 吉永誠一 涙の事件簿1 11:00 刑事 吉永誠一 涙の事件簿2 11:00 刑事 吉永誠一 涙の事件簿3 

宮之原警部シリーズ1 15:55 「宇宙戦艦ヤマト2202」 14:50 ブラック・ジャック（OVA） #Ⅰ 13:00 山村美紗サスペンス 13:00 山村美紗サスペンス 13:00 山村美紗サスペンス 13:00 山村美紗サスペンス 
12:55 警察庁 特別広域捜査官 コンサート2019 ソノ・トキ・キミ・ト 15:50 闇金ウシジマくん #1-9 不倫調査員 片山由美4 不倫調査員 片山由美5 不倫調査員 片山由美6 不倫調査員 片山由美7

宮之原警部シリーズ2 -Close to you tonight- 先行特別版 20:00 編成作品未定 15:00 旅行作家・茶屋次郎1 15:00 旅行作家・茶屋次郎2 15:00 旅行作家・茶屋次郎3 15:00 旅行作家・茶屋次郎4
14:50 夏樹静子サスペンス 17:10 宇宙戦艦ヤマト2199 #1-26 21:00 江戸川乱歩シリーズ 魅せられた美女 17:00 特命おばさん検事！ 17:00 特命おばさん検事！ 17:00 北海道警事件ファイル 警部補 五条聖子1 17:00 情報番組

特捜刑事 遠山怜子1 22:50 緊急検証！終わりなき超常新年会2017 花村絢乃の事件ファイル4 花村絢乃の事件ファイル5 19:00 森村誠一サスペンス 刑事の証明4 17:30 ドリフ大爆笑 #105
16:40 夏樹静子サスペンス 24:00 GARO -VERSUS ROAD- 特別編 19:00 森村誠一サスペンス 刑事の証明2 19:00 森村誠一サスペンス 刑事の証明3 20:50 雲の階段 #5 19:00 森村誠一サスペンス 刑事の証明5

特捜刑事 遠山怜子2 24:30 江戸川乱歩シリーズ 五重塔の美女 20:50 雲の階段 #3 20:50 雲の階段 #4 22:00 銀河英雄伝説 20:50 雲の階段 #6
18:30 情報番組 26:30 メンテナンスのため放送休止 22:00 西部警察 HD #41-42 22:00 AD-LIVE 10th Anniversary stage Die Neue These 邂逅 #11-12 22:00 マザー・強行犯係の女～傍聞き～
19:00 ドリフ大爆笑 #48 24:00 啄木鳥探偵處 #6 ～とてもスケジュールがあいました～ 23:00 銀河英雄伝説 本伝（BD版） #75-76 24:00 ブラック・ジャック（OVA） #Ⅵ
20:30 志村塾 #6 24:30 啄木鳥探偵處ビジュアルコメンタリー ［2日目昼公演］ 24:00 ブラック・ジャック（OVA） #Ⅴ 25:00 江戸川乱歩シリーズ 湖底の美女
21:00 ブラック・ジャック（OVA） #Ⅹ 「おしゃべり探偵處」 #6 24:00 ブラック・ジャック（OVA） #Ⅳ 25:00 江戸川乱歩シリーズ 化粧台の美女 27:00 編成作品未定
22:00 ほんとにあった！呪いのビデオ70 25:00 江戸川乱歩シリーズ 鏡地獄の美女 25:00 江戸川乱歩シリーズ 白い乳房の美女 27:00 編成作品未定 27:30 実写版 まいっちんぐマチコ先生 
23:50 ほんとにあった！呪いのビデオ40 27:00 志村屋です。 #86 27:00 情報番組 27:30 ドリフ大爆笑 #113 ビバ！モモカちゃん！！
24:55 ほんとにあった！呪いのビデオ67 27:30 ドリフ大爆笑 #111 27:30 ドリフ大爆笑 #112 28:55 西部警察 HD #105 28:55 西部警察 HD #106
26:25 江戸川乱歩シリーズ 桜の国の美女 28:55 西部警察 HD #103 28:55 西部警察 HD #104
28:10 江戸川乱歩シリーズ エマニエルの美女

6:00 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ #36 6:00 コケッコーさん #20 6:00 警察署長 たそがれ正治郎3 6:00 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ #37 6:00 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ #38 6:00 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ #39 6:00 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ #40
6:30 占い師みすず 事件は運命の彼方に2 6:30 温泉女将 ふたりの事件簿1 8:00 編成作品未定 6:30 釣りキチ三平 HD #9 6:30 釣りキチ三平 HD #10 6:30 釣りキチ三平 HD #11 6:30 釣りキチ三平 HD #12
8:30 浦上伸介事件ファイル5 8:20 温泉女将 ふたりの事件簿2 9:10 刑事の十字架 7:00 ドリフ大爆笑 #99 7:00 ドリフ大爆笑 #100 7:00 ドリフ大爆笑 #101 7:00 ドリフ大爆笑 #102

10:30 情報番組 10:10 温泉女将 ふたりの事件簿3 11:00 恋する京女将 音姫千尋の事件簿1 8:30 浦上伸介事件ファイル6 8:30 血痕1 8:30 血痕2 8:30 血痕3
11:00 小早川警視正1 12:00 ウルトラマンレオ HD #37-38 12:55 恋する京女将 音姫千尋の事件簿2 10:30 情報番組 10:30 情報番組 10:30 情報番組 10:30 情報番組
12:50 小早川警視正2 13:00 仮面ライダーW（ダブル） #37-38 14:50 ブラック・ジャック（OVA） #Ⅱ 11:00 刑事 吉永誠一 涙の事件簿4 11:00 刑事 吉永誠一 涙の事件簿5 11:00 刑事 吉永誠一 涙の事件簿6 11:00 刑事 吉永誠一 涙の事件簿7
14:40 京女刑事 真行寺メイ1 14:00 金田一少年の事件簿 #21-23 15:50 闇金ウシジマくん Season2 #1-9 13:00 山村美紗サスペンス 13:00 山村美紗サスペンス 13:00 山村美紗サスペンス 13:00 山村美紗サスペンス 
16:35 京女刑事 真行寺メイ2 15:25 「宇宙戦艦ヤマト2202」 20:00 編成作品未定 不倫調査員 片山由美8 不倫調査員 片山由美9 不倫調査員 片山由美10 不倫調査員 片山由美11
18:30 情報番組 コンサート2019 ソノ・トキ・キミ・ト 21:00 闇金ウシジマくん Part2 15:00 旅行作家・茶屋次郎5 15:00 旅行作家・茶屋次郎6 15:00 旅行作家・茶屋次郎7 15:00 旅行作家・茶屋次郎8
19:00 ドリフ大爆笑 #49 -Close to you tonight- 完全版 （劇場版）［PG-12］ 17:00 北海道警事件ファイル 警部補 五条聖子2 17:00 北海道警事件ファイル 警部補 五条聖子3 17:00 北海道警事件ファイル 警部補 五条聖子4 17:00 情報番組
20:30 志村塾 #7 17:30 宇宙戦艦ヤマト2202 23:25 志村流 #27 19:00 森村誠一サスペンス 刑事の証明6 19:00 森村誠一サスペンス 刑事の証明7 19:00 森村誠一サスペンス 刑事の証明8 17:30 ドリフ大爆笑 #106
21:00 ブラック・ジャック（OVA） #Ⅺ 愛の戦士たち #1-26 24:00 GARO -VERSUS ROAD- #7 20:50 雲の階段 #7 20:50 雲の階段 #8 20:50 雲の階段 #9 19:00 森村誠一サスペンス 刑事の証明9
22:00 ほんとにあった！呪いのビデオ77 24:30 江戸川乱歩シリーズ 天使と悪魔の美女 22:00 西部警察 HD #43-44 22:00 AD-LIVE 10th Anniversary stage 22:00 銀河英雄伝説 20:50 雲の階段 #10
23:40 ほんとにあった！呪いのビデオ78 26:45 江戸川乱歩シリーズ 白い素肌の美女 24:00 啄木鳥探偵處 #7 ～とてもスケジュールがあいました～ Die Neue These 星乱 #13-14 21:55 堂場瞬一サスペンス 検証捜査
25:45 ほんとにあった！呪いのビデオ68 28:35 実写版 まいっちんぐマチコ先生 24:30 啄木鳥探偵處ビジュアルコメンタリー ［2日目夜公演］ 23:00 銀河英雄伝説 本伝（BD版） #77-78 24:00 ブラック・ジャック（OVA） #Ⅸ
27:25 江戸川乱歩シリーズ 天国と地獄の美女 無敵のおっぱい番長 「おしゃべり探偵處」 #7 24:10 ブラック・ジャック（OVA） #Ⅶ 24:00 ブラック・ジャック（OVA） #Ⅷ 25:00 江戸川乱歩シリーズ 黒真珠の美女

25:00 江戸川乱歩シリーズ 禁断の実の美女 25:10 江戸川乱歩シリーズ 25:00 江戸川乱歩シリーズ 妖しい傷あとの美女 27:00 編成作品未定
27:00 志村屋です。 #87 炎の中の美女 27:00 編成作品未定 27:30 劇場版 教科書にないッ！
27:30 ドリフ大爆笑 #114 27:00 情報番組 27:30 ドリフ大爆笑 #116 28:55 西部警察 HD #110
28:55 西部警察 HD #107 27:30 ドリフ大爆笑 #115 28:55 西部警察 HD #109

28:55 西部警察 HD #108

6:00 志村けんのだいじょうぶだぁⅡ #41 6:00 志村流 #28 6:00 警察署長 たそがれ正治郎4
6:30 占い師みすず 事件は運命の彼方に3 6:30 刑事 ガサ姫1 8:00 編成作品未定
8:30 血痕4 8:20 刑事 ガサ姫2 9:10 事故調

10:30 情報番組 10:10 刑事 ガサ姫3 11:00 「宇宙戦艦ヤマト2202」
11:00 西村京太郎サスペンス 12:00 ウルトラマンレオ HD #39-40 コンサート2019 ソノ・トキ・キミ・ト

寝台特急「はやぶさ」の女 13:00 仮面ライダーW（ダブル） #39-40 -Close to you tonight- 完全版
12:55 西村京太郎トラベルサスペンス 14:00 金田一少年の事件簿 #32 13:05 闇金ウシジマくん Season3 #1-9

寝台特急（ブルートレイン）八分停車 14:30 アットホーム・ダッド #1-12 17:15 闇金ウシジマくん Part3
14:50 駐在刑事3 25:00 アットホーム・ダッド スペシャル （劇場版）［PG-12］
16:40 駐在刑事4 26:45 宇宙戦艦ヤマト 完結編 HD 20:00 編成作品未定
18:30 情報番組 21:00 闇金ウシジマくん ザ・ファイナル
19:00 ドリフ大爆笑 #50 （劇場版）［PG-12］
20:30 志村塾 #8 23:25 稲川淳二の超こわい話 #1
21:00 ブラック・ジャック（OVA） #Ⅻ 24:00 GARO -VERSUS ROAD- #8
22:00 ほんとにあった！呪いのビデオ82 24:30 志村流 #29
23:15 ほんとにあった！呪いのビデオ52 25:00 メンテナンスのため放送休止
24:30 ほんとにあった！呪いのビデオ69
26:15 貞子vs伽椰子
28:05 修羅がゆく13 完結篇 [R-15相当]
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