東 映 チ ャ ン ネ ル プ ロ グ ラ ム ガ イド 7 月
1（日）

4:00 大激闘 マッドポリス'80 #3―4
6:00 影の軍団Ⅳ#11―12
8:00 鉄道公安官#13―14
10:00 パワーレンジャー・
スーパーメガフォース#1―4
12:00 映画 デジモンアドベンチャー
12:30 仮面ライダードライブ #1
13:00 動物戦隊ジュウオウジャー ファイナルライブ
15:30 デジモンアドベンチャー
ぼくらのウォーゲーム！
16:30 仮面ライダーアマゾン #1
17:00 仮面ライダーアマゾンズ シーズン2 #7―8
19:00 グリム童話 金の鳥
20:00 たつまき奉行
22:00 銀河鉄道999（劇場版）
0:30 WEEKLY YOUNG JUMP PREMIUM 武田玲奈
2:00 ずべ公番長 夢は夜ひらく
3:30 終了

８（日）

4:00
6:00
8:00
10:00
12:00
13:00
13:30
14:00
17:00
19:00
20:30
22:00
0:00
2:00

大激闘 マッドポリス'80#5―6
影の軍団Ⅳ #13―14
鉄道公安官 #15―16
パワーレンジャー・
スーパーメガフォース #5―8
デジモンアドベンチャー
ぼくらのウォーゲーム！
劇場版 動物戦隊ジュウオウジャー
シネマ☆チョップ！
仮面ライダーゴースト
ファイナルステージ
仮面ライダーアマゾンズ
シーズン2 #9―10
天保遊俠伝 代官所破り
不良番長 出たとこ勝負
女囚701号さそり
黒蜥蜴
終了

１５（日）

4:00
6:00
8:00
10:00
12:00
12:30
13:00
14:30
15:00
17:00
19:00
20:30
22:00
23:30
1:00
3:00

大激闘 マッドポリス'80 #7―8
影の軍団Ⅳ #15―16
鉄道公安官 #17―18
パワーレンジャー・
スーパーメガフォース #9―12
デジモンアドベンチャー #21
映画 デジモンアドベンチャー
劇場版 仮面ライダーゴースト
シネマ☆チョップ！
たつまき奉行
仮面ライダーアマゾンズ
シーズン2 #11―12
ひばり民謡の旅
べらんめぇ藝者佐渡へ行く
次郎長と小天狗 殴り込み甲州路
すいばれ一家 男になりたい
不良番長 出たとこ勝負
黒い猫
終了

22（日）

4:00
6:00
8:00
10:00
12:00
12:30
13:00
14:30
17:00
18:00
18:30
20:00
21:30
23:00
0:30
2:00

大激闘 マッドポリス'80 #9―10
影の軍団Ⅳ #17―18
鉄道公安官 #19―20
パワーレンジャー・
スーパーメガフォース #13―16
映画 デジモンアドベンチャー
デジモンアドベンチャー #21
劇場版 仮面ライダーゴースト
動物戦隊ジュウオウジャー ファイナルライブ
仮面ライダーアマゾンズ
シーズン2 #13
シネマ☆チョップ！
アンデルセン物語
暴れん坊兄弟
女必殺五段拳
すいばれ一家 男になりたい
女囚さそり けもの部屋
終了

29（日）
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6:00
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10:00
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19:30
21:00
22:30
0:30
2:00
3:30

大激闘 マッドポリス'80 #11―12
影の軍団Ⅳ #19―20
鉄道公安官 #21―22
パワーレンジャー・
スーパーメガフォース#17―20
デジモンアドベンチャー
ぼくらのウォーゲーム！
仮面ライダーゴースト
ファイナルステージ
シネマ☆チョップ！
江戸っ子判官とふり袖小僧
民謡の旅桜島 おてもやん
民謡の旅 秋田おばこ
暴れん坊兄弟
女囚さそり 701号怨み節
女必殺五段拳
ずべ公番長 夢は夜ひらく
終了

2 （月）

旗本退屈男（TV）#9―10
特命戦隊ゴーバスターズ #23―24
仮面ライダーV3 #51―52
デジモンアドベンチャー #41―42
旗本退屈男（TV）#11―12
曽我兄弟 富士の夜襲
不良番長 一獲千金
旗本退屈男（TV）#13―14
特命戦隊ゴーバスターズ #25―26
仮面ライダーアマゾン #1―2
デジモンアドベンチャー #43―44
さいころ奉行
女囚さそり 第41雑居房
セーラー服 百合族
［R15+版］
1:30 昼下りの情事 古都曼陀羅
［R15+版］
3:00 終了
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6:00
7:00
8:00
9:00
11:00
13:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
0:00

9 （月）

旗本退屈男（TV）#11―12
特命戦隊ゴーバスターズ#25―26
仮面ライダーアマゾン#1―2
デジモンアドベンチャー#43―44
旗本退屈男（TV）#13―14
新選組血風録 近藤勇
陸軍残虐物語
旗本退屈男（TV）#15―16
特命戦隊ゴーバスターズ#27―28
仮面ライダーアマゾン#3―4
デジモンアドベンチャー#45―46
若き日の次郎長 東海の顔役
シネマ☆チョップ！
女囚さそり 第41雑居房
江戸川乱歩全集 恐怖奇形人間
えろぼん! オヤジとムスコの
性春日記[R15+]
3:30 終了
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16（月）

旗本退屈男（TV）#13―14
特命戦隊ゴーバスターズ #27―28
仮面ライダーアマゾン #3―4
デジモンアドベンチャー #45―46
旗本退屈男（TV）#15―16
曽我兄弟 富士の夜襲
博徒七人
旗本退屈男（TV）#17―18
特命戦隊ゴーバスターズ #29―30
仮面ライダーアマゾン #5―6
デジモンアドベンチャー #47―48
風来坊探偵 赤い谷の惨劇
盲獣
女必殺五段拳
昼下りの情事
古都曼陀羅［R15+版］
2:00 恐怖女子高校 女暴力教室
3:30 終了
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23 （月）

4:00 旗本退屈男（TV）#15―16
6:00 特命戦隊ゴーバスターズ
#29―30
7:00 仮面ライダーアマゾン #5―6
8:00 デジモンアドベンチャー #47―48
9:00 旗本退屈男（TV）#17―18
11:00 二・二六事件 脱出
13:00 さくら判官
15:00 旗本退屈男（TV）#19―20
17:00 特命戦隊ゴーバスターズ #31―32
18:00 仮面ライダーアマゾン #7―8
19:00 デジモンアドベンチャー #49―50
20:00 ひばり民謡の旅
べらんめぇ藝者佐渡へ行く
21:30 女囚701号さそり
23:30 教科書にないッ!3
1:00 松嶋えいみ エイミー・チェイスミー
3:00 終了

30 （月）

旗本退屈男（TV）#17―18
特命戦隊ゴーバスターズ #31―32
仮面ライダーアマゾン #7―8
デジモンアドベンチャー#49―50
旗本退屈男（TV）#19―20
若き日の次郎長 東海の顔役
シネマ☆チョップ！
若き日の次郎長 東海一の若親分
旗本退屈男（TV）#21―22
特命戦隊ゴーバスターズ#33―34
仮面ライダーアマゾン#9―10
デジモンアドベンチャー#51―52
銀河鉄道999（劇場版）
狼やくざ 葬いは俺が出す
覗かれる人妻
シュレーディンガーの女［R15+］
1:30 WEEKLY YOUNG JUMP PREMIUM 武田玲奈
3:00 終了
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3 （火）

非情のライセンス 第1シリーズ #37―38
刑事くん第一部 #7―8
仮面ライダー龍騎［超解像版］#45―46
タイガーマスク#45―46
非情のライセンス 第1シリーズ #39―40
新選組血風録 近藤勇
不良番長 出たとこ勝負
シネマ☆チョップ！
非情のライセンス 第1シリーズ #41―42
刑事くん第一部 #9―10
仮面ライダー龍騎［超解像版］#47―48
タイガーマスク #47―48
さくら判官
女囚さそり けもの部屋
田中めい スレンダーラブ
覗かれる人妻
シュレーディンガーの女［R15+］
3:00 終了
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10 （火）

4:00 非情のライセンス 第1シリーズ #39―40
6:00 刑事くん第一部 #9―10
7:00 仮面ライダー龍騎
［超解像版］#47―48
8:00 タイガーマスク #47―48
9:00 非情のライセンス 第1シリーズ #41―42
11:00 忍者秘帖 梟の城
13:00 博徒七人
15:00 非情のライセンス 第1シリーズ #43―44
17:00 刑事くん第一部#11―12
18:00 仮面ライダー龍騎
［超解像版］#49―50
19:00 タイガーマスク #49―50
20:00 若き日の次郎長 東海一の若親分
22:00 女囚さそり けもの部屋
0:00 一寸法師
1:30 新宿の与太者
3:00 終了

17 （火）

4:00 非情のライセンス
第1シリーズ #41―42
6:00 刑事くん第一部 #11―12
7:00 仮面ライダー龍騎
［超解像版］#49―50
8:00 タイガーマスク #49―50
9:00 非情のライセンス
第1シリーズ #43―44
11:00 まぼろし天狗
13:00 緋牡丹博徒 鉄火場列伝
15:00 非情のライセンス
第1シリーズ #45―46
17:00 刑事くん第一部 #13―14
18:00 仮面ライダードライブ #1―2
19:00 タイガーマスク #51―52
20:00 新諸国物語 七つの誓い 黒水仙の巻
21:30 一寸法師
23:00 RE:BORN
1:00 終了

24 （火）

4:00 非情のライセンス
第1シリーズ #43―44
6:00 刑事くん第一部 #13―14
7:00 仮面ライダードライブ #1―2
8:00 タイガーマスク #51―52
9:00 非情のライセンス
第1シリーズ #45―46
11:00 たつまき奉行
13:00 日本暗黒街
15:00 非情のライセンス
第1シリーズ #47―48
17:00 刑事くん第一部 #15―16
18:00 仮面ライダードライブ #3―4
19:00 タイガーマスク #53―54
20:00 ひばり民謡の旅 べらんめぇ中乗りさん
21:30 女囚さそり 第41雑居房
23:30 教科書にないッ!4
1:00 黒い猫
3:00 終了

4 （水）
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５ （木）

刑事追う! #12―13
炎神戦隊ゴーオンジャー #43―44
悪魔くん#23―24
宇宙大帝ゴッドシグマ #35―36
刑事追う! #14―15
ひばり民謡の旅
べらんめぇ藝者佐渡へ行く
シネマ☆チョップ！
忍者秘帖 梟の城
刑事追う! #16―17
炎神戦隊ゴーオンジャー #45―46
悪魔くん #25―26
宇宙大帝ゴッドシグマ #37―38
江戸っ子判官とふり袖小僧
女囚さそり 701号怨み節
OLと人妻 北へ向かう女たち［R15+］
恐怖女子高校 女暴力教室
終了

4:00 プレイガール#139―140
6:00 仮面ライダークウガ
［超解像版］#39―40
7:00 機動刑事ジバン #39―40
8:00 仮面ライダー #33―34
9:00 プレイガール #141―142
11:00 ひばり民謡の旅 べらんめぇ中乗りさん
13:00 獄中の顔役
15:00 プレイガール #143―144
17:00 仮面ライダークウガ
［超解像版］#41―42
18:00 機動刑事ジバン #41―42
19:00 仮面ライダー #35―36
20:00 勢ぞろい喧嘩若衆
21:30 忍術水滸伝 稲妻小天狗
23:00 緋牡丹博徒 鉄火場列伝
1:00 松嶋えいみ エイミー・チェイスミー
3:00 終了

11（水）

刑事追う! #14―15
炎神戦隊ゴーオンジャー #45―46
悪魔くん #25―26
宇宙大帝ゴッドシグマ #37―38
刑事追う! #16―17
緋牡丹博徒 鉄火場列伝
獄中の顔役
刑事追う! #18―19
炎神戦隊ゴーオンジャー #47―48
河童の三平 妖怪大作戦 #1―2
宇宙大帝ゴッドシグマ #39―40
若き日の次郎長 東海道のつむじ風
女囚さそり 701号怨み節
江戸川乱歩猟奇館
屋根裏の散歩者［R15+版］
1:30 覗かれる人妻
シュレーディンガーの女［R15+］
3:00 終了
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18（水）
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20:00
21:30
23:00
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河童の三平 妖怪大作戦 #1―2
宇宙大帝ゴッドシグマ #39―40
刑事追う! #18―19
若き日の次郎長 東海の顔役
新選組血風録 近藤勇
シネマ☆チョップ！
刑事追う! #20―21
炎神戦隊ゴーオンジャー
#49―50
河童の三平 妖怪大作戦 #3―4
宇宙大帝ゴッドシグマ #41―42
新諸国物語 七つの誓い
奴隷船の巻
江戸川乱歩猟奇館
屋根裏の散歩者［R15+版］
狼やくざ 葬いは俺が出す
セーラー服 百合族［R15+版］
WEEKLY YOUNG JUMP PREMIUM 武田玲奈
終了

25 （水）

4:00 刑事追う! #18―19
6:00 炎神戦隊ゴーオンジャー
#49―50
7:00 河童の三平 妖怪大作戦 #3―4
8:00 宇宙大帝ゴッドシグマ #41―42
9:00 刑事追う! #20―21
11:00 さいころ奉行
13:00 まぼろし天狗
15:00 刑事追う! #22―23
17:00 侍戦隊シンケンジャー
#1―2
18:00 河童の三平 妖怪大作戦 #5―6
19:00 宇宙大帝ゴッドシグマ #43―44
20:00 民謡の旅桜島 おてもやん
21:30 女囚さそり けもの部屋
23:00 RE：BORN
1:00 魔女卵
3:00 終了

31 （火）

4:00 非情のライセンス
第1シリーズ #45―46
6:00 刑事くん第一部 #15―16
7:00 仮面ライダードライブ #3―4
8:00 タイガーマスク #53―54
9:00 非情のライセンス
第1シリーズ #47―48
11:00 続 図々しい奴
13:00 勢ぞろい喧嘩若衆
【アイドル☆パラダイス】
15:00 非情のライセンス
第1シリーズ #49―50 WEEKLY YOUNG JUMP PREMIUM
17:00 刑事くん第一部 #17―18
「rena」
18:00 仮面ライダードライブ #5―6
19:00 タイガーマスク #55―56 20歳の節目に収録した初
20:00 映画村殺人事件
イメージ映像。最強のスタ
22:00 RE：BORN
イルとキュートな笑顔！
0:00 新宿の与太者
1:30 セーラー服 百合族［R15+版］ 1（木）深夜0：30より放送ほか
© 株式会社集英社／リバプール株式会社
3:00 終了

武田玲奈

12 （木）

4:00 プレイガール #141―142
6:00 仮面ライダークウガ
[超解像版]#41―42
7:00 機動刑事ジバン #41―42
8:00 仮面ライダー #35―36
9:00 プレイガール #143―144
11:00 新諸国物語 七つの誓い 黒水仙の巻
12:30 続 図々しい奴
14:30 シネマ☆チョップ！
15:00 プレイガール #145―146
17:00 仮面ライダークウガ
[超解像版]#43―44
18:00 機動刑事ジバン #43―44
19:00 仮面ライダー #37―38
20:00 次郎長と小天狗 殴り込み甲州路
21:30 忍者秘帖 梟の城
23:30 教科書にないッ!3
1:00 田中めい スレンダーラブ
3:00 終了

19 （木）

4:00 プレイガール #143―144
6:00 仮面ライダークウガ
［超解像版］#43―44
7:00 機動刑事ジバン #43―44
8:00 仮面ライダー #37―38
9:00 プレイガール #145―146
11:00 若き日の次郎長 東海一の若親分
13:00 続 図々しい奴
15:00 プレイガール #147―148
17:00 仮面ライダークウガ
［超解像版］#45―46
18:00 機動刑事ジバン #45―46
19:00 仮面ライダー #39―40
20:00 新諸国物語 七つの誓い 凱旋歌の巻
21:30 江戸川乱歩全集 恐怖奇形人間
23:30 不良番長 一獲千金
1:30 OLと人妻 北へ向かう女たち［R15+］
3:00 終了

26 （木）

4:00 プレイガール #145―146
6:00 仮面ライダークウガ
［超解像版］#45―46
7:00 機動刑事ジバン #45―46
8:00 仮面ライダー #39―40
9:00 プレイガール #147―148
11:00 さくら判官
13:00 忍者秘帖 梟の城
15:00 プレイガール #149―150
17:00 仮面ライダークウガ
［超解像版］#47―48
18:00 機動刑事ジバン #47―48
19:00 仮面ライダー #41―42
20:00 民謡の旅 秋田おばこ
21:30 女囚さそり 701号怨み節
23:30 わが恐喝の人生
1:00 たそがれに標的を撃て
3:00 終了

6

（金）

4:00 特別機動捜査隊 #574―575
6:00 特命戦隊ゴーバスターズ
#23―24
7:00 仮面ライダーV3 #51―52
8:00 デジモンアドベンチャー
#41―42
9:00 影の軍団Ⅳ #11―12
11:00 民謡の旅桜島 おてもやん
12:30 シネマ☆チョップ！
13:00 二・二六事件 脱出
15:00 特別機動捜査隊 #577―578
17:00 パワーレンジャー・
スーパーメガフォース #1―5
19:30 銀河鉄道999（劇場版）
22:00 風来坊探偵 赤い谷の惨劇
23:30 すいばれ一家 男になりたい
1:00 日本暗黒街
3:00 終了

13 （金）

4:00
6:00
7:00
8:00
9:00
11:00
12:30
14:30
15:00
17:00

19:30
20:30
22:00
23:30
1:00
3:00

特別機動捜査隊 #577―578
特命戦隊ゴーバスターズ #25―26
仮面ライダーアマゾン #1―2
デジモンアドベンチャー #43―44
影の軍団Ⅳ#13―14
新諸国物語 七つの誓い
奴隷船の巻
魔女卵
シネマ☆チョップ！
特別機動捜査隊 #579、581
パワーレンジャー・
スーパーメガフォース #6―10
グリム童話 金の鳥
ちびっ子レミと名犬カピ
忍術水滸伝 稲妻小天狗
教科書にないッ!4
松嶋えいみ エイミー・チェイスミー
終了

20 （金）

4:00 特別機動捜査隊 #579、581
6:00 特命戦隊ゴーバスターズ
#27―28
7:00 仮面ライダーアマゾン #3―4
8:00 デジモンアドベンチャー #45―46
9:00 影の軍団Ⅳ#15―16
11:00 若き日の次郎長
東海道のつむじ風
13:00 日本暗黒街
15:00 特別機動捜査隊#582―583
17:00 パワーレンジャー・
スーパーメガフォース#11―15
19:30 アンデルセン物語
21:00 シネマ☆チョップ！
21:30 黒蜥蜴
23:30 不良番長 出たとこ勝負
1:00 女囚さそり 第41雑居房
3:00 終了

27 （金）

4:00
6:00
7:00
8:00
9:00
11:00
12:30
14:30
15:00
17:00
19:30
21:00
22:30
0:00
1:30
3:00

特別機動捜査隊 #582―583
特命戦隊ゴーバスターズ #29―30
仮面ライダーアマゾン #5―6
デジモンアドベンチャー #47―48
影の軍団Ⅳ #17―18
江戸っ子判官とふり袖小僧
若き日の次郎長 東海道のつむじ風
シネマ☆チョップ！
特別機動捜査隊#584―585
パワーレンジャー・
スーパーメガフォース#16―20
ちびっ子レミと名犬カピ
天保遊俠伝 代官所破り
すいばれ一家 男になりたい
歌舞伎町ブラックスワン
キャバクラ・風俗・AV［R15+］
えろぼん! オヤジとムスコの
性春日記［R15+］
終了

7

（土）

14

（土）

21

（土）

28

（土）

4:00 鉄道公安官 #13―14
6:00 刑事くん第一部 #7―8
7:00 仮面ライダー龍騎
［超解像版］#45―46
8:00 タイガーマスク#45―46
9:00 大激闘 マッドポリス'80 #3―4
11:00 民謡の旅 秋田おばこ
12:30 たそがれに標的を撃て
14:30 新選組血風録 近藤勇
16:30 シネマ☆チョップ！
17:00 仮面ライダーアマゾンズ
シーズン2 #7―8
19:00 わが恐喝の人生
20:30 不良番長 一獲千金
22:30 暴れん坊兄弟
0:00 盲獣
1:30 歌舞伎町ブラックスワン
キャバクラ・風俗・AV［R15+］
3:00 終了

4:00 鉄道公安官 #15―16
6:00 刑事くん第一部 #9―10
7:00 仮面ライダー龍騎
［超解像版］#47―48
8:00 タイガーマスク #47―48
9:00 大激闘 マッドポリス'80 #5―6
11:00 新諸国物語 七つの誓い 凱旋歌の巻
12:30 映画村殺人事件
14:30 まぼろし天狗
16:30 シネマ☆チョップ！
17:00 仮面ライダーアマゾンズ
シーズン2 #9―10
19:00 若き日の次郎長 東海の顔役
20:30 天保遊俠伝 代官所破り
22:00 わが恐喝の人生
23:30 不良番長 一獲千金
1:30 ずべ公番長 夢は夜ひらく
3:00 終了

4:00 鉄道公安官 #17―18
6:00 刑事くん第一部 #11―12
7:00 仮面ライダー龍騎
［超解像版］#49―50
8:00 タイガーマスク #49―50
9:00 大激闘 マッドポリス'80 #7―8
11:00 次郎長と小天狗 殴り込み甲州路
12:30 たそがれに標的を撃て
14:30 曽我兄弟 富士の夜襲
16:30 劇場版 動物戦隊ジュウオウジャー
17:00 仮面ライダーアマゾンズ
シーズン2 #11―12
19:00 炎神戦隊ゴーオンジャー #47―48
20:00 忍術水滸伝 稲妻小天狗
21:30 狼やくざ 葬いは俺が出す
23:00 陸軍残虐物語
1:00 田中めい スレンダーラブ
3:00 終了

4:00
6:00
7:00
8:00
9:00
11:00
12:30
14:30
16:30
17:00
18:30
20:30
22:00
23:30
1:30
3:00

8月の先取り情報！

鉄道公安官 #19―20
刑事くん第一部 #13―14
仮面ライダードライブ #1―2
タイガーマスク #51―52
大激闘 マッドポリス'80 #9―10
勢ぞろい喧嘩若衆
映画村殺人事件
さいころ奉行
シネマ☆チョップ！
仮面ライダーアマゾンズ
シーズン2 #13
黒蜥蜴
盲獣
一寸法師
江戸川乱歩全集 恐怖奇形人間
江戸川乱歩猟奇館
屋根裏の散歩者［R15+版］
終了

05 0

スゴ腕七人が、
悪をブッた斬る！
義理堅く筋を通す鶴田浩二主演の
痛快任俠アクション大作。

「劇場版 仮面ライダー

エグゼイド

トゥルー・エンディング」
が

8月TV初放送！

©2017劇場版
「エグゼイド・キュウレンジャー」
製作委員会
©石森プロ・テレビ朝日
・ADK・東映

「博徒七人」

脚 本 は「 仁 義 なき
戦い」の笠原和夫！
「七人の侍」のヤク
ザ版じゃ。オープニ
ングからテンション
上がるゼッ！ チュ
〜もく！！
（む）

10（火）13：00より放送ほか

© 東映

※構成内容は予告なく変更となる場合があります。
あらかじめ御了承下さい。※7/18（水）
4：00『刑事追う! #16−17』、6：00『炎神戦隊ゴーオンジャー#47−48』はメンテナンスのため放送はありません。
『刑事追う!#16−17』
は7/4（水）15：00〜、11(水)9：00〜よりご覧いただけます。
『炎神戦隊ゴーオンジャー#47−48』
は7/11（水）17：00〜、21（土）19：00〜よりご覧いただけます。

東映チャンネル公式

■このプログラムガイドの定期購読のお申し込みはコチラ！ Tel.045-330-2273 受付時間１０：００〜１8：００（土・日・祝日を除く）

www.toeich.jp

東映衛星放送株式会社 〒104-0061 東京都中央区銀座7-2-22 銀座同和ビル9F

視聴料金：月額￥1,500円（税抜）

マスコット登場!!
「むチュー刑事（けいじ）」
が
チャンネル裏情報を発信!!

公式サイトをチェック!!!

