
午後6:30-7:00金

ミラキュラス
レディバグ＆シャノワール
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アクション・恋・コメディ満載！119カ国で子どもか
ら大人まで熱狂している大人気アニメ！互いの
正体を知らないヒーロー、レディバグとシャノワー
ルがパリの街を駆けぬける！（2カ国語放送）

午後6:00-6:30金

スーパーウィングス

世界中の子供たちからの依頼に応じて
荷物を届け、その先で起きる様々なトラ
ブルを“Super wings”たちが解決して
いきます！（2カ国語放送）

TAKARAZUKA
CAFE BREAK

午前 8:30-9:00土

毎回、現役タカラジェンヌをゲストに迎え、
公演中の舞台の話からプライベート
トークまで普段みることの出来ないタカ
ラジェンヌの素顔に迫ります！
司会：中井 美穂

宝くじ ドリームサテライト
よる 8:58-8:59金

よる 8:57-8:59木

月 水

その日に抽せんが行われたロト7、ロト6、ミ
ニロト、ナンバーズ3、ナンバーズ4、ビンゴ
5の抽せん結果や宝くじにまつわる情報を
いち早くお伝えします。

耳より！Bizトレンド
よる 9:54-10:00金

次に流行するものは何!?毎週、耳寄りな
トレンド情報をお届け！商品やサービスな
どの生活に役立つ情報を紹介します。

ナビゲーター：槙 あやな

©YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD.
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どっぷりアプリ
よる11:00-11:30火

巷で大人気のアプリから話題沸騰中のア
プリ、話題のソーシャルゲーム、さらには開
発秘話など、アプリのアレコレをどっぷりと
紹介します。

MC：木本 武宏（TKO）/前田 希美/山田 麻莉奈

配信配信
見逃し見逃し

大人のバイク時間
MOTORISE

配信配信
見逃し見逃し

よる10:00-10:30日

元MotoGPライダー中野真矢やバイク
女子会“biko（バイコ）”のレディースラ
イダーたちが、ツーリングや新車の試乗
などバイクの楽しさをお伝えするオート
バイ専門番組。

うまナビ！イレブン

よる10:30 -11:00土

よる11:00 -11:30日

当日行われた中央競馬全レース結果をお
届け！次回のメインレース展望や回収率を
競い合う解説陣の「勝負レースグランプリ」
など、競馬の復習と予習に！

BSイレブン競馬中継

土

日

4:00-5:30午後

第1部

第2部

午後 4:00-5:30

第1部

第2部

正午 3:00午後-

個性あふれるスポーツ紙･競馬専門紙の記者を迎
え、レース展望、当日の馬場傾向やパドックでの各馬
の気配･特徴など、競馬の情報・魅力をお届けします！

正午 2:30午後-

ENTERTAINMENT 情報・エンタメ・音楽

新・居酒屋百選

配信配信
見逃し見逃し

NEWS&ECONOMY 報道・経済

SPORTS スポーツ

ドラマ

キャスター:岩田 公雄　サブキャスター：川口 満里奈

時事ニュース、政治・経済・スポーツ・健康な
ど視聴者の生活に身近な話題をテーマに、
「いま知りたいこと」を「より分かりやすく」
お伝えします。

報道ライブ インサイドOUT

よる8:59-9:54月 木

中小企業やベンチャー企業に焦点を当て、
「ニューノーマル」な経営の鍵となる
「SDGs」「M&A」「DX」など次世代の会社
に必要な情報を発信する経済番組です。

NEXT company

キャスター: 財部 誠一　サブキャスター:内田 裕子 キャスター:岸田 雪子　サブキャスター:小山 愛理

「世間一般で言われていることは多様な真
実のほんの一つでしかない。真実はそんな
に単純な物ではない」という信念の元、経
営者・政治家などから話を聞き出します。

報道ライブ インサイドOUT
タカラベnews＆talk

今の日本社会が抱える様々な課題を真摯
に考えます。月刊誌「リベラルタイム」の渡
辺編集長が、雑誌ならではの視点で様々な
角度から識者に迫ります。

インサイドOUT特別編

キャスター:渡辺 美喜男　サブキャスター:田代 沙織キャスター:二木 啓孝　サブキャスター :田村 あゆち

いま話題になっている国内外の出来事を
振り返りながら、様々な分野の専門家に独
自の切り口で日本が抱える問題点とは何か
を聞き出します。

よる11:00-11:54水毎月第1毎月最終 8:59-9:54よる毎月第1・第3 よる 8:59-9:54金8:59-9:54よる金毎月第2

※５週月は第４金も放送

配信配信
見逃し見逃し

配信配信
見逃し見逃し

配信配信
見逃し見逃し

ガンダムシリーズ
スペシャルセレクション
よる7:00-7:30金

人気アニメ「ガンダム」シリーズの第1話を
集めたスペシャルセレクション。初代ガンダ
ムから最新作まで、厳選した20作品を順次
放送します。

©創通・サンライズ

ガンダムビルドダイバーズ
Re:RISE
よる7:00-7:30土

主人公ヒロトは、かけがえのない仲間を救う
ため、新たにビルドした力（ガンプラ）を手に
する。もうひとつのビルドダイバーズの真の
戦いが始まる！

©創通・サンライズ

機動戦士ガンダム
鉄血のオルフェンズ
よる7:30-8:00土

「厄祭戦」と呼ばれる大きな戦争が終結してか
ら、約300年経った世界。主人公の少年、三
日月・オーガスは、「厄祭戦」時代のモビルスー
ツ、ガンダム・バルバトスを用いて戦いに挑む！

©創通・サンライズ・ MBS

よる7:30-8:00金

「三国志」をベースに歴代「ガンダム」シ
リーズのモビルスーツたちが、SDガンダムと
なって登場し、伝説の大陸で繰り広げる侠
たちの叙事詩。

©創通・サンライズ

SDガンダム三国伝
BraveBattleWarriors

プログラムガイド
Anime版でご紹介！

豪華アニメラインアップは

Twitterアカウント

最新情報を
お知らせ！

@BS11_Anime

しまじろうのわお！

午後 5:30-6:00日

人気のしまじろうアニメ、うた・ダンスの
他、知育や英語など楽しいコーナーが
いっぱい。きみもしまじろうといっしょに、
ふしぎな世界に飛び出そう！

©Benesse Corporation／しまじろう

チェック！

BS11の最新情報は
公式ホームページを

京都浪漫 悠久の物語
よる8:00-8:53月

国宝や重要文化財、祭り、伝統工芸、神社
仏閣、四季折々に自然が織りなす美しい風
景…京都に受け継がれる“永遠の遺産”を
お届けします。

ナレーター:余 貴美子語り：池田 昌子

ごりやくさん
午前8:00-8:30土

全国各地の「御利益（ごりやく）が得られ
る」として有名な神社を訪問、その御利益
の形を紐解き、歴史や風土を紹介する、あ
らたな視点の紀行番組です。

オリオンツアーpresents
ガレッジセールのオリタラドコ旅

午後 6:30-6:45土

「オリタラドコ？」という、旅のドキドキ・ワク
ワクを伝えることをテーマにガレッジセー
ルの2人がゆる～りブラ旅をお届けする
バラエティ。

フランス人がときめいた
日本の美術館セレクト

あさ8:00-9:00日

書籍『フランス人がときめいた日本の美術
館』を番組化。フランス人の美術史家ソ
フィー・リチャード氏のメッセージをもとに日
本の美術館の魅力を再発見します。

太田和彦のふらり旅

よる8:00-8:53水

居酒屋探訪家・太田和彦が、昼は古き良き
街並みや古刹を散策。夜は地域に根付い
た“上質な居酒屋”を訪問し、店主こだわり
の料理や銘酒をじっくりお見せします！

よる8:00-8:53火

狭い土地を最大限に利用して家を建てる
人々に密着。建築業者に頼んだり、自分
たちで作り上げたり。完成するまでの過程
に迫ります。

マイナビ Be a booster!
B.LEAGUE
ウィークリーハイライト
よる10:00-10:30木

テレビ初のBリーグ専門情報番組！
今年で5年目を迎える男子プロバスケット
ボールリーグ「B.LEAGUE（Bリーグ）」。チー
ムと選手の魅力をたっぷりとお伝えします。

よる8:00-8:53金

世界の景色や文化・伝統などを紹介して
いく番組。今まで見たことのないような絶
景や、知られざる料理などを発見すること
ができます。

ディスカバリー傑作選

ナビゲーター：竹内 香苗

よる8:00-8:55土

名車再生！（クラシック）

中古車の購入から修復、販売まで一
連の流れを追う大人気シリーズ。販
売担当のマイクとメカニックのエドに
よる初期作品を放送します。

よる7:00-9:00日

学生柔道 逆境を乗りこえて
体重別選手権2009～2019

学生柔道の個人日本一を決める大会「全日本
学生柔道体重別選手権大会」。過去９年間の
男女７階級決勝戦を中心に振り返り、逆境の
中でも夢や目標に向かって研鑽を積み重ねる
学生柔道家の姿を描く特別番組です。

日本女子ソフトボールリーグ
決勝トーナメント

日本が誇るエース・上野由岐子投手をはじめ、
各国の代表選手が所属する「世界最高峰リー
グ」。今シーズン上位５チームが出場する、決勝
トーナメントの模様をお送りします。 ナビゲーター：有村 昆

よる9:00-9:55土

名車再生！

マイクが新たに手を組んだのは、マル
チな才能を持つ整備士のアント。エド
とはまた違った修理テクニックで名車
の輝きを取り戻します。

ナビゲーター：竹内 香苗

よる8:00-8:55日

世界の建築SOS

重大な問題のある建築物を紹介し、
その驚くべき解決策を追うシリーズ。
建築物を調査し、なぜ問題があるの
かを分析するところから始めます。

ナビゲーター：有村 昆

よる9:00-9:55日

NASA超常ファイル

NASA（アメリカ航空宇宙局）の革新
的なミッションや、偉業の舞台裏で起
こった謎、不可解な現象の真相に迫
る大人気シリーズ。

八代亜紀
いい歌いい話

よる8:00-8:57木

八代亜紀が司会を務める歌謡&トーク
番組。画家でもある八代亜紀のアトリエ
に見立てたセットに毎回多彩なゲストを
お迎えし、楽しいトークと生演奏による
素敵な歌をお届けします。普段は観るこ
とができないゲストとの貴重なデュエットも！
ゆったり、じっくり楽しめる番組です！

TRAVEL&CULTURE 紀行・教養・ドキュメンタリー

毎月第1

リベラルタイム

よる10:30 -11:00金

アニゲー☆イレブン！

MC：和氣 あず未
番組キャラクター：ジェしか（CV：葉山 いくみ）

アニメやゲームなどの日本が誇るポップカル
チャーの最前線に迫るエンタメ情報番組。
声優・アーティスト・監督など多彩なゲストを
招き、驚きやトキメキ満載のトークを展開。

よる10:00 -10:30金

Anison Days

MC：森口 博子　サブMC・演奏：酒井 ミキオ
ナレーション：駒田 航

時代を彩り、いつまでも心に響く名曲たち
を歌い紡ぐ音楽番組。幅広い世代の豪華
ゲストを迎えて、番組オリジナルアレンジに
よる生演奏でお送りします。　

配信配信
見逃し見逃し

配信配信
見逃し見逃し

密着！夢の家づくり 世界なるほど新発見

【韓ドラ10】
バッドパパ

午前 10:00 -11:00月 金

八百長疑惑により追放された元ボクサー。
家族のため再びリングに立ち、並外れた力
を見せるが、そこにはある秘密が…。家族
の絆を描くヒューマンドラマ。

ⓒ2018MBC

【中国時代劇】
明蘭～才媛の春～

午後 3:29-4:30月 金

不遇な境遇を乗り越え、古代儒教制度の
中、女主人として才知を発揮していくヒロイ
ン。実生活でも結婚した主演の２人が、強
い絆で結ばれた夫婦を演じる。 

© Daylight Entertainment CO.,LTD

【中国時代劇】 隋唐演義

よる7:00 -7:55月 木

英雄大集結！激動の時代を舞台に、悪名
高き隋の皇帝を倒すため、義で結ばれた英
雄たちが起ち上がる。個性豊かなキャストで
描く歴史超大作。

©浙江永楽影視制作有限公司

【韓流ウィークエンド】
チャングムの末裔

午前 9:59-10:55
伝説の料理人“チャングム”に末裔がいた
ら？！料理に関して天才的な特技をもつ3兄
妹と、食べることが大好きなヒロインの、と
びきり美味しいラブコメディ。

ⓒ2018-19MBC

ANIME アニメ

Special Program 特別番組

語り：椎名 桔平 

金

土 日

～集いし46人の英雄と滅びゆく帝国～

PROGRAM
GUIDE

BSイレブンは全番組が無料放送

2020年
月10.11.12

月10 日11

京都紅葉中継2020

色とりどりに染まる紅葉と歴史、文化が調
和する古都・京都。落葉していく紅葉に季
節の移ろいを感じながら、素敵なゲストと共
に、その美しさをたっぷりと堪能いただける
番組です。 出演：飯尾和樹（ずん）　宇垣美里

メガネ残して チリ残さず！お掃除バラエティ
飯尾家のピカピカ生活

よる7:00-9:00日

家事好き芸人ずん・飯尾和樹と才色兼備 
宇垣美里が達人たちのお掃除テクを学んで
家中ピカピカに！アイデア家電や普段は見る
ことができない㊙掃除現場も楽しく紹介。

月10 日25よる7:00-8:54日月11 日29

よる8:00-9:54土月11 日7
よる 【決勝戦】7:00-8:54日月11 日8

BS11【ドラマ】公式Instagram

担当者が見どころを熱く語ります！

BS11ドラマ【公式】Twitter
＠bs11_drama

SPECIAL PROGRAM スペシャルプログラム

配信配信
見逃し見逃し
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エンディング

しまじろうのわお！情報番組

情報番組

情報番組

水曜スペシャル

鉄道日和

八代亜紀
いい歌いい話 アンコール

八代亜紀 いい歌いい話

耳より！Bizトレンド

［第1週］太田和彦のふらり旅
新・居酒屋百選（～8:53）

情報番組

ガレッジセールのオリタラドコ旅

宝くじドリームサテライト（木曜8:57）

情報番組

火曜ナイト 水曜ナイト
マイナビ Be a booster!

B.LEAGUE ウィークリーハイライト

日曜ナイト

情報番組

ミッドナイトアワーミッドナイトアワー

うまナビ！
イレブン

うまナビ！
イレブン

22/7 計算中

月曜ナイト

大人の
バイク時間
MOTORISE

アーリーモーニング アーリーモーニングオープニング

ショッピング情報

ショッピング情報

ショッピング情報

ショッピング情報

月曜セレクション 木曜セレクション世界最大級の
テレビショッピング

サタデーセレクション
サンデーセレクション

日曜セレクション

ショッピング情報

情報番組

韓流
ウィークエンド

フランス人がときめいた日本の美術館セレクト

アニゲー☆
イレブン！

Anison
Days

ショッピング情報 ショッピング情報

ショッピング情報
ショッピング情報

［生］ショップチャンネル
お買い物エンターテインメント ショッピング情報

［生］ショップチャンネル
お買い物エンターテインメント

［生］ショップチャンネル
お買い物エンターテインメント

［第1・3週］ 魔法少女くるみ

水曜セレクト

[第1週] NEXT company

情報番組

［生］ＢＳイレブン
競馬中継 第1部

［生］ＢＳイレブン
競馬中継 第2部

ごりやくさん

TAKARAZUKA CAFE BREAK

移

京都浪漫 悠久の物語移
移

新

新

新

密着！夢の家づくり新 世界なるほど新発見新

［生］ショップチャンネル お買い物エンターテインメント

［生］ショップチャンネル お買い物エンターテインメント

［生］ショップチャンネル お買い物エンターテインメント

[第１・３金曜日]
インサイドOUT特別編 リベラルタイム
[第２金曜日]※５週月は第４も
報道ライブ インサイドＯＵＴ
[最終金曜日]
報道ライブ インサイドＯＵＴ
タカラベnews&talk

土
曜
日

日
曜
日

韓ドラ10 バッドパパ（10/16～11/12）
龍王＜ヨンワン＞様のご加護（11/13～）

韓流プラス 逆転のマーメイド（～10/22）
太陽の帝国～復讐のカルマ～（10/23～）

「鬼平犯科帳’82」（～10/1）
「鬼平犯科帳’69」（10/2～11/25）
「鬼平犯科帳’71」（11/26～12/31）

鬼平犯科帳

私の恋したテリウス ～A Love Mission～（～10/10）
チャングムの末裔（10/11～12/26）

中国時代劇
隋唐演義～集いし46人の英雄と滅びゆく帝国～（～12/21）

中国ドラマ となりのツンデレ王子（～11/26） あなたを見つけたい～See you again～（11/27～）

台湾ドラマ アニキに恋して（～11/4） おんなの幸せマニュアル 俗女養成記（11/5～12/2）

中国時代劇 鳳凰伝 ～永遠（とわ）の約束～（～11/6）
明蘭～才媛の春～（11/9～）

名車再生！
（クラシック） 世界の建築SOS

名車再生！ NASA超常ファイル

スーパーウィングス

ガンダムシリーズ
スペシャルセレクション

新 SDガンダム三国伝
BraveBattleWarriors

ミラキュラス

サブキャスター
川口 満里奈

キャスター
岩田 公雄

サブキャスター
田村 あゆち

キャスター
二木 啓孝

サブキャスター
田代 沙織

キャスター
渡辺 美喜男

サブキャスター
内田 裕子

キャスター
財部 誠一

バッドパパ

となりのツンデレ王子

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-5

https://www.bs11.jp/公式サイト

INFORMATION

オンデマンド

配信配信
見逃し見逃し

マークの付いている
番組はこちらをチェック!!

QRコードをチェック

BS11公式
Youtube
チャンネル

詳しい情報は BS11公式サイトをご覧ください。チャンネルの合わせ方BS11

これだけで
BS11が
楽しめます。

STEP 3STEP 1

TVリモコンの
放送切替から
BSボタンを選ぶ

リモコンの
番号ボタン　 を
プッシュ!

STEP 2
オススメの番組
などをご紹介！
オススメの番組
などをご紹介！

@jyuittyan_bs11Twitter @bs11.prfacebook

宣伝マンの"じゅういっちゃん"が

夢は、「BSイレブン」を、たくさんの人に知ってもらって、
見てもらって、みんなを幸せにすること。
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アニキに恋して おんなの幸せマニュアル
俗女養成記 メインMC

皆藤 愛子
アシスタントMC
高田 秋

メインMC
東 幹久

アシスタントMC
宮島 咲良

新 ガンダムビルドダイバーズ
Re:RISE

新 機動戦士ガンダム
鉄血のオルフェンズ

どっぷり
アプリ

明蘭
～才媛の春～

鳳凰伝
～永遠（とわ）の約束～

[BS初]
[BS初]

[BS初]

[BS初]

[BS初]

[BS初]

[BS初]

[BS初]

[BS初]

[BS初]

[BS初]

逆転のマーメイド 太陽の帝国
～復讐のカルマ～




