日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ ２０１８年７月
７／９（月）

７／１０（火）

７／１１（水）

７／１２（木）

７／１３（金）

4:00
4:30

【字】韓国ドラマ
「イルジメ〔一枝梅〕」

【字】韓国ドラマ
「イルジメ〔一枝梅〕」

5:00

【字】韓国ドラマ
「シカゴ・タイプライター
～時を越えてきみを想う～」

【字】韓国ドラマ
「シカゴ・タイプライター
～時を越えてきみを想う～」

＃9
＃10

＃11
＃12

＃19
＃20（最終回）

＃17
＃18

イ・ジュンギ
ハン・ヒョジュ
パク・シフ

イ・ジュンギ
ハン・ヒョジュ
パク・シフ

5:30

ユ・アイン
イム・スジョン
コ・ギョンピョ

ユ・アイン
イム・スジョン
コ・ギョンピョ

6:20
6:30

6:25
ディーン・フジオカ＆アジアの友
We are Asia オリジナル版

7:20
7:30
8:00
8:10
8:30

荒川静香Friends+α 2017-18

荒川静香Friends+α 2017-18

＃10 村上佳菜子（前編）

＃11 村上佳菜子（後編）

慰謝料弁護士
～あなたの涙、お金に変えましょう～
＃10

慰謝料弁護士
～あなたの涙、お金に変えましょう～
＃11

田中直樹（ココリコ）

9:30

11:30
11:40

妻にはショナイで！

妻にはショナイで！

勝手にしやがれ ヘイ！ブラザー
＃1

勝手にしやがれ ヘイ！ブラザー
＃2

勝手にしやがれ ヘイ！ブラザー
＃3

勝手にしやがれ ヘイ！ブラザー
＃4

柴田恭兵
仲村トオル

柴田恭兵
仲村トオル

柴田恭兵
仲村トオル

柴田恭兵
仲村トオル

あぶない刑事 セレクション
＃22 動揺

あぶない刑事 セレクション
＃23 策略

あぶない刑事 セレクション
＃24 感傷

あぶない刑事 セレクション
＃25 受難

名探偵コナン
＃180 赤い殺意の夜想曲(ﾉｸﾀｰﾝ)
（前編）

舘ひろし
柴田恭兵

舘ひろし
柴田恭兵

舘ひろし
柴田恭兵

舘ひろし
柴田恭兵

名探偵コナン
＃181 赤い殺意の夜想曲(ﾉｸﾀｰﾝ)
（後編）

プラス！ショッピング

プラス！ショッピング

プラス！ショッピング

プラス！ショッピング

プラス！ショッピング

ＺＩＰ！スピンオフ ＭＯＣＯ’Ｓキッチン ＣＳ版 season７【7月⑥】

ＺＩＰ！スピンオフ ＭＯＣＯ’Ｓキッチン ＣＳ版 season７【7月①】

ＺＩＰ！スピンオフ ＭＯＣＯ’Ｓキッチン ＣＳ版 season７【7月②】

ＺＩＰ！スピンオフ ＭＯＣＯ’Ｓキッチン ＣＳ版 season７【7月③】

ＺＩＰ！スピンオフ ＭＯＣＯ’Ｓキッチン ＣＳ版 season７【7月④】

【字】韓国ドラマ「恋のラブ・アタック
～初めてのトキメキを君と～」

【字】韓国ドラマ「恋のラブ・アタック
～初めてのトキメキを君と～」

＃1
＃2
＃3

＃4
＃5
＃6

キム・ソウン
イ・ウォングン

キム・ソウン
イ・ウォングン

【字】韓国ドラマ
「恋するシャイニング★スター
～気になる彼は星いくつ！？～」

12:30

＃7
＃8（最終回）
クォン・ユリ（少女時代）
キム・ヨングァン

13:20
13:30

【字】韓国ドラマ「恋のラブ・アタック
～初めてのトキメキを君と～」
＃7
＃8（最終回）

15:00

プラス！ショッピング

プラス！ショッピング

クリック！日テレプラス【７月紹介】
文豪ストレイドッグス
＃23 羅生門と虎と最後の
大君(たいくん)
＃24 若し今日この荷物を降ろして
善いのなら
（最終回）

桜蘭高校ホスト部
＃13 不思議の国のハルヒ
＃14 噂のホスト部を取材せよ
＃15 軽井沢さわやかバトル

文豪ストレイドッグス

まじっく快斗

まじっく快斗

＃1 蘇る怪盗
＃2 怪盗キッドの忙しいデート

＃3 王女様はマジックがお好き
＃4 魔女は涙をこぼさない

桜蘭高校ホスト部

桜蘭高校ホスト部

桜蘭高校ホスト部

＃16 ハルヒと光の初デート大作戦
＃17 鏡夜の不本意な休日
＃18 チカ君のハニー打倒宣言

＃19 ロベリア女学院の逆襲
＃20 双子があけた扉
＃21 いつかカボチャになる日まで

＃22 モリ先輩に弟子入り志願
＃23 環の無自覚な憂鬱
＃24 そして鏡夜は出会った

16:30

ルパン三世 PART5
＃8
桜蘭高校ホスト部
＃25 ホスト部解散宣言
＃26 これが俺たちの桜蘭祭
（最終回）
名探偵コナン セレクション
＃71 ストーカー殺人事件

17:00
17:10

リピート～運命を変える10か月～

リピート～運命を変える10か月～

リピート～運命を変える10か月～

リピート～運命を変える10か月～

リピート～運命を変える10か月～

17:30

＃6

＃7

＃8

＃9

＃10（最終回）

貫地谷しほり

貫地谷しほり

貫地谷しほり

貫地谷しほり

貫地谷しほり

14才の母

14才の母

14才の母

＃1 中学生の妊娠…
ごめんね、お母さん
＃2 お前なんかもう娘じゃない

＃3 さよなら…私の赤ちゃん
＃4 旅立ち私はもう泣かないよ

＃5 バイバイ…初恋が死んだ日
＃6 私にも母子手帳くれますか

志田未来

志田未来

クリック！日テレプラス【７月紹介】

18:00

愛してたって、秘密はある。
＃10 衝撃と涙の真実！！
黒幕は俺！？（最終回）
福士蒼汰
川口春奈

愛してたって、秘密はある。

18:30
19:00
19:30

＃8 黒幕登場！！
母の愛と衝撃の行動
＃9 罪の告白！！
別れと復讐…下る罰
福士蒼汰
川口春奈

19:50
20:00
20:30

ディズニー・オン・アイス特別番組
「ヒルナンデス！presents
ミッキーのセレブレーション！に
潜入するンデス！」

＃79 銀行強盗殺人事件
＃80 放浪画家殺人事件

＃81 人気アーティスト誘拐事件（前編）
＃82 人気アーティスト誘拐事件（後編）

ルパン三世 PART4

名探偵コナン セレクション
＃83 総合病院殺人事件

名探偵コナン セレクション

金田一少年の事件簿R（＃26～47）
セレクション
＃37 午前4時40分の銃声

＃84 スキーロッジ殺人事件（前編）
＃85 スキーロッジ殺人事件（後編）

＃86 誘拐現場特定事件
＃87 鶴の恩返し殺人事件

ルパン三世 PART4

ルパン三世 PART4

ルパン三世 PART4

ソードアート・オンライン オルタナティブ
ガンゲイル・オンライン
＃12（最終回）

＃12 イタリアの夢 後篇
＃13 ルパン三世の最期

＃14 モナリザを動かすな
＃15 ハイスクール潜入大作戦！

＃16 ルパンの休日
＃17 皆殺しのマリオネット

＃18 始まりの晩餐
＃19 龍は静かに眠る

荒川静香Friends+α 2018-19

鉄道発見伝
鉄兄ちゃん藤田大介アナが行く！

梶100！
～梶裕貴がやりたい100のこと～

＃54 近畿日本鉄道＆養老鉄道編

＃15 置鮎 龍太郎×ドローン

23:00
23:30
24:00
24:30

＃1 友野一希

今からあなたを脅迫します

今からあなたを脅迫します

＃7

＃8

今からあなたを脅迫します
＃9
（最終回）

ディーン・フジオカ
武井咲

ディーン・フジオカ
武井咲

ディーン・フジオカ
武井咲

KEYABINGO!3
＃10
NOGIBINGO!2
＃11

ディズニー・オン・アイス特別番組
「ヒルナンデス！presents
ミッキーのセレブレーション！に
潜入するンデス！」

探偵学園Q

探偵学園Q

探偵学園Q

探偵学園Q

＃7 父との戦い！俺は友達を救う

＃8 さよならなんて言わせない！

＃9 父と仲間が教えてくれたこと

＃10 最終決戦！戦いの幕が上がる

神木隆之介
志田未来

神木隆之介
志田未来

神木隆之介
志田未来

神木隆之介
志田未来

エンタの神様
大爆笑の最強ネタ大連発
スペシャル！
（2013年12月7日）

『鍵盤男子』魔法のピアノ
～新感覚ピアノデュオの魅力～

ルパン三世 PART5
＃9

26:30

26:25

27:30

『鍵盤男子』デビューコンサート
「THE HISTORY」

７／９（月）

７／１０（火）

HUNTER×HUNTER
【G.I.編】
＃59 セリ×ト×アセリ
＃60 キマリ×ト×ハジマリ
＃61 カンユウ×ト×シンユウ
＃62 ゲンジツ？×ト×ゲンセキ
＃63 シショウ×ハ×ヒジョウ？
＃64 キョウカ×ト×キョウカツ
＃65 ジャケン×ト×ジャンケン
＃66 コウリャク×ト×サクリャク
＃67 15×ト×15
＃68 カイゾク×ト×スイソク
＃69 タイケツ×デ×ネッケツ
＃70 コンジョウ×ト×ユウジョウ
＃71 カケヒキ×ト×トリヒキ
＃72 チェイス×デ×チャンス
＃73 キョウキ×ト×ショウキ
＃74 ショウシャ×ト×ハイシャ
＃75 ジンノトモ×ト×シンノトモ
（最終回）

13:00
13:20
13:30
14:00
14:20
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:10
17:30

17:50

【HUNTER×HUNTER
全148話一挙放送】
HUNTER×HUNTER
【キメラアント編】

HUNTER×HUNTER
【ゾルディック家編】
＃22 キケン×ナ×バンケン
＃23 バンニン×ノ×セキニン
＃24 ゾルディック×ノ×カゾク
＃25 ミエナイ×ト×アエナイ
＃26 アレカラ×ト×ソレカラ
（最終回）
21:35

＃15
【HUNTER×HUNTER
全148話一挙放送】

名探偵コナン
＃179 喫茶店トラック乱入事件
名探偵コナン
＃180 赤い殺意の夜想曲(ﾉｸﾀｰﾝ)
（前編）

ガールズ・フィッシング・グランプリ
2018春の陣

HUNTER×HUNTER
【天空闘技場編】
＃27 トウギジョウ×ニ×トウジョウ
＃28 ネン×ト×ネン
＃29 カクセイ×ト×カノウセイ
＃30 ゲキトウ×ト×カットウ
＃31 インネン×ト×シュウネン
＃32 ドッキリ×ナ×ショウリ
＃33 ケイハク×ナ×キョウハク
＃34 ジツリョク×デ×セツジョク
＃35 セイカク×ナ×ゴウカク
＃36 オオキナカリ×ト×チイサナケリ
＃37 ジン×ト×ゴン
＃38 オヤジ×ノ×ヘンジ
（最終回）

26:35
26:50

【HUNTER×HUNTER
全148話一挙放送】
１×８いこうよ！
【大泉洋始球式】

27:40 ＺＩＰ！スピンオフ ＭＯＣＯ’Ｓキッチン ＣＳ版

番組は変更することがあります。

＃1 タビダチ×ト×ナカマタチ
＃2 シケン×ノ×シケン
＃3 ライバル×ガ×サバイバル
＃4 キボウ×ト×ヤボウ
＃5 ヒソカ×ハ×ヒソカ
＃6 イガイ×ナ×カダイ
＃7 ヒコウセン×ノ×ケッセン
＃8 カイケツ×ハ×タスウケツ？
＃9 シュウジン×ニ×ゴヨウジン
＃10 ヒッカケ×ノ×キッカケ
＃11 ギャンブル×デ×トラブル
＃12 サイゴ×ノ×カクゴ
＃13 ゴンヨリ×ノ×タヨリ（総集編）
＃14 ターゲット×ニ×ヒット
＃15 ダマシアイ×ノ×トリアイ
＃16 ハイボク×ト×クツジョク
＃17 アナ×デ×ワナ
＃18 タイセツ×ナ×メンセツ
＃19 カテナイ×ガ×マケナイ
＃20 フカカイ×ナ×テンカイ
＃21 キョウダイ×ノ×モンダイ
（最終回）

てさぐれ！部活もの 番外編
「てさぐれ！旅もの」その2

エンタの神様
大爆笑の最強ネタ大連発
スペシャル！
（2014年9月20日）

27:00

HUNTER×HUNTER
【ハンター試験編】

『鍵盤男子』デビューコンサート
「THE FUTURE」

26:00
荒川静香
フレンズオンアイス２０１７
完全版

10:30
10:45

12:30

2.5次元ナビ！

25:00
25:30

10:00

【HUNTER×HUNTER
全148話一挙放送】

【HUNTER×HUNTER
全148話一挙放送】

名探偵コナン セレクション

22:00
22:30

9:00
9:30

志田未来

21:00
21:30

8:30

12:00

クリック！日テレプラス【７月紹介】

名探偵コナン セレクション

8:00
8:10

18:00

クリック！日テレプラス【７月紹介】
名探偵コナン セレクション

7:20
7:30

11:00

ねころんで。 ＃2・3

３Ｄ彼女 リアルガール
＃10

7:00

11:30
11:40

13:40

プラス！ショッピング

15:30
16:00

6:00
6:20
6:30

高山みなみ
山崎和佳奈
小山力也

クリック！日テレプラス【７月紹介】

＃21 双(ふた)つの黒
＃22 其の一『ポオと乱歩』
其の二『天(あま)の海をゆく
白鯨のありて』

高山みなみ
山崎和佳奈
神谷明

HUNTER×HUNTER
【幻影旅団編】

【HUNTER×HUNTER
全148話一挙放送】
プラス！ショッピング

14:00

劇場版
「名探偵コナン
迷宮の十字路（クロスロード）」
（2003年）

5:30

＃39 ネガイ×ト×チカイ
＃40 ノウリョクシャ×ハ×
キョウリョクシャ？
＃41 ゴウケツ×ノ×シュウケツ
＃42 マモル×ト×セメル
＃43 ショウゲキ×ノ×サンゲキ
＃44 ゲキセン×ノ×フクセン
＃45 コウソク×ト×ヤクソク
＃46 オウモノ×ト×マツモノ
＃47 セイヤク×ト×セイヤク
＃48 メキキ×ノ×キキメ
＃49 ツイセキ×デ×ブンセキ
＃50 ナカマ×ト×カタナ
＃51 ヒジョウ×ノ×センジョウ
＃52 シュウゲキ×ト×ショウゲキ
＃53 フェイク×デ×サイク
＃54 ウラナイ×ガ×アタラナイ？
＃55 ナカマ×ト×イカサマ
＃56 サイアイ×ト×サイアク
＃57 センテ×ト×オキテ
＃58 ヒキギワ×ノ×ヒキガネ
（最終回）

劇場版
「名探偵コナン
天空の難破船（ロスト・シップ）」
（2010年）

キム・ソウン
イ・ウォングン

プラス！ショッピング

14:20
14:30

それいけ！アンパンマン ＃1164
ブラックてっこつホラーマン
ロールパンナとユキダルマン

＃29 釣りでキメたい！実戦編

ねころんで。 ＃2

12:00

13:00

それいけ！アンパンマン ＃207
はみがきまんとアンコラ
アンパンマンとジグゾーくん

＃28 釣りでキメたい！基本編

武井咲
TAKAHIRO

10:50

それいけ！アンパンマン ＃206
アンパンマンとバイキン大魔王

田中直樹（ココリコ）

10:30
11:00

それいけ！アンパンマン ＃1163
めいけんチーズとサラダ姫
コキンちゃんとハンバーガーキッド

慰謝料弁護士
～あなたの涙、お金に変えましょう～
＃12
（最終回）
田中直樹（ココリコ）

戦力外捜査官ＳＰＥＣＩＡＬ

10:00

栗田貫一
小林清志
納谷悟朗

クリック！日テレプラス【７月紹介】

みんなだいすき そらジロー ＃156～159

9:00

それいけ！アンパンマン ＃205
かえってきたハロウィンマン
アンパンマンとこゆきちゃん

【HUNTER×HUNTER
全148話一挙放送】

【TVスペシャル】
ルパン三世
セブンデイズ・ラプソディ

ディーン・フジオカ＆アジアの友
We are Asia オリジナル版
＃3 白A カンボジア編

それいけ！アンパンマン ＃204
ドキンちゃんの誕生日
カレーパンマンとハッパちゃん

4:30
5:00

ユ・アイン
イム・スジョン
コ・ギョンピョ

クリック！日テレプラス【７月紹介】
それいけ！アンパンマン ＃203
メロンパンナとハンバーガーキッド
アンパン三銃士とバイキング

4:00

5:25

＃13
＃14
＃15

韓流PR

＃2 WEAVER インドネシア編

７／１５（日）
（引き続き）

下野紘スペシャルステージ
「ONE CHANCE」
【字】韓国ドラマ
「シカゴ・タイプライター
～時を越えてきみを想う～」

6:00

7:00

７／１４（土）
（引き続き）

season６【8月①②】

27:50 ＺＩＰ！スピンオフ ＭＯＣＯ’Ｓキッチン ＣＳ版 season６【8月③】

７／１１（水）

７／１２（木）

※【字】…字幕放送
※
は、新内容
※「クリック！日テレプラス」・「番組PR」・３０分・６０分の「プラス！ショッピング」は、ノースクランブル放送

下野紘スペシャルステージ
「ONE CHANCE」
（～翌5:25）

７／１３（金）

HUNTER×HUNTER
【幻影旅団編】
＃39～58（最終回）
（～翌10:45）

７／１４（土）

＃76 サイカイ×ト×リカイ
＃77 フアン×ト×シュツゲン
＃78 キュウソク×ナ×ゾウショク
＃79 NG×ナ×NGL
＃80 ゴクアク×ト×サイアク
＃81 タタカイ×ノ×カイシ
＃82 カイト×ノ×スロット
＃83 カンカ×シテ×シンカ
＃84 サダメ×ノ×メザメ
＃85 ヒカリ×ト×カゲ
＃86 チカイ×ト×サイカイ
＃87 ケットウ×シテ×トウソウ
＃88 ジャンケン×ト×ジャクテン
＃89 ヤサシサ×ト×ツヨサ
＃90 リソク×ト×ジュバク
＃91 キョウシャ×ト×ジャクシャ
＃92ヒトツノネガイ×ト×フタツノチカイ
＃93 パーム×ト×デート
＃94 トモダチ×ト×タビダチ
＃95 ウラミ×ト×スゴミ
＃96 ムホウ×ナ×ホーム
＃97 ゲキトウ×デ×ゲキメツ
＃98 センニュウ×ト×センベツ
＃99 コンビネーション×ト×
エボリューション
＃100 ツイセキ×ニハ×ツイゲキ
＃101 イカルゴ×ト×イカズチ
＃102 ノウリョク×ト×タイキョク
＃103 ツミ×ト×ヨミ
＃104 マヨイ×ト×トマドイ
＃105 カクゴ×ト×カクセイ
＃106 ノヴ×ト×モラウ
＃107 リターン×ト×リタイア
＃108 コムギ×ノ×グンギ
＃109 コウシンカイシ×デ
×コウドウカイシ
＃110 コンワク×ト×オモワク
＃111 トツニュウ×シテ×シンニュウ
＃112 カイブツ×ト×カイブツ
＃113 ムシ×ダケド×カシ
＃114 ブンダン×ト×ゴサン
＃115 ギム×ト×ギモン
＃116 フクシュウ×ト×シュウフク
＃117 ブジョク×ニハ×セツジョク
＃118 イツワリ×ノ×イカリ
＃119 ツヨ×イカ×ヨワ×イカ
＃120 ニセモノ×ト×ホンモノ
＃121 ハイボク×ト×メンボク
＃122 タテマエ×ト×ナマエ
＃123 ムカデ×ト×オモイデ
＃124 ケッカイ×ト×カクセイ
＃125 ブノツヨミ×ト×ブノキワミ
＃126 ゼロ×ト×ローズ
＃127 テキイ×ト×ケツイ
＃128 ムジョウノヨロコビ×ト
×ムショウノアイ
＃129 ヒョウテキ×ト×モクテキ
＃130 マホウ×デ×ゼツボウ
＃131 イカリ×ト×ヒカリ
＃132 センコウ×ト×ハツドウ
＃133 セイゾン×ノ×キゲン
＃134 ヒトコト×ハ×ソノヒト
＃135 コノヒ×ト×コノシュンカン
＃136 キキョウ×ト×ホンミョウ
（最終回）

（～翌18:40）

７／１５（日）
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