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八代亜紀 いい歌いい話
よる8:00-8:57木

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

４月から装いも新たに、八代亜紀が豪華ゲ
ストを迎えてコンサート形式で昭和の名曲
をお届け。様々な分野で活躍する方々に、
思い出の歌を八代が歌ってプレゼントする
「歌の贈りもの」コーナーも。

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

虹のコンキスタドールが本気出しました！？
～Next Stage～

虹コンが芸能界の即戦力になるべく様々
な企画に挑戦する育成バラエティ番組。
番組スタートから１年。成長した虹コンが
新体制でさらなるステージへと駆け上がる！

毎月1回放送 よる11:00-11:30水

MC：パンサー

SPORTS スポーツ

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-

©B.LEAGUE

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月 新・居酒屋百選

配信配信
見逃し見逃し

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。

毎月第1

紀行・教養・ドキュメンタリーTRAVEL&CULTURE

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

ANIME アニメ

よる 7:03-7:55月 木午後3:29-4:30月 金

午後6:30-7:00金

ミラキュラス
レディバグ＆シャノワール シーズン2

© 2021 ZAGTOON‒ METHOD ‒ TOEI ANIMATION.

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）

© FunnyFlux / Alpha All Rights Reserved

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）

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

ドラマ

SPECIAL PROGRAMNEWS&ECONOMY

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あらゆ
る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。

8:59-9:54よる金毎月第2

※５週月は第４金も放送

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、
健康などの視聴者の生活に身近な話
題をテーマに、「よりやさしく、より深く」
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

配信配信
見逃し見逃し

配信配信
見逃し見逃し

リベラルタイム
毎月第1・第3 よる 8:59-9:54金

キャスター: 財部 誠一　サブキャスター:内田 裕子

「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
毎月最終 8:59-9:54よる

配信配信
見逃し見逃し

金

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:岸田 雪子　サブキャスター:小山 愛理キャスター:上野 愛奈

速報ニュース インサイドOUT

よる11:00-11:54水毎月第1

配信配信
見逃し見逃し

ENTERTAINMENT 情報・エンタメ・音楽

報道・経済

INFORMATION

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
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

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。

午後6:54-7:03月

午後6:59-7:03火

木

水

刻々と変わる国内外の今を伝えるニュース番
組。多項目のフラッシュニュースと解説で、今何
が起きているのか、分かりやすくお伝えします。

配信配信
見逃し見逃し

Credit : Discovery Communications, LLC 

ディスカバリー傑作選

ナビゲーター：竹内 香苗/有村 昆 ナビゲーター：竹内 香苗 ナビゲーター：有村 昆
Credit : Discovery Communications, LLC Credit : Discovery Communications, LLC 

よる8:00-8:53火

日本初放送の「ミラクル住宅リフォーム」を
お届け。不動産業を営むタレクとクリス
ティーナが南カリフォルニアの様々な古家を
匠の技とデザイン力で綺麗にリノベーション
します。

よる8:00-8:53金

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。4月からは
BMW Z1やシボレー・コルベットなど有名
車種が続々登場！無事レストアは出来る
のでしょうか。

密着！夢の家づくり 名車再生！

祝日特番シリーズ 愉しや！にっぽん再発見

出演：柳家 喬太郎/南沢 奈央 ほか

柳家喬太郎の
笑って免疫力UP！寄席

おうちで寄席気分が味わえる、落語・講談・
漫才たっぷりの演芸特番。今回は"江戸落
語"と"上方落語"をテーマに2週に渡って
お届けします。

偉人・素顔の履歴書

本能寺の変には、表と裏がある。第一夜は織
田信長、第二夜は明智光秀をクローズアップ。
各分野の研究者・専門家の多角的な視点を
交え、一枚の履歴書にまとめ上げます。

よる8:00-8:55土月5 日15 日日16 よる7:03-8:58水月6 日9
よる7:00-8:54日月4 日18 日日25 月4 日29

MC：中西 悠理　解説：加来 耕三（歴史家・作家）

私たち鉄印帳はじめます。

御朱印の鉄道版・鉄印を集める旅番組。
仲良し女子二人が鉄印帳を片手に、車窓
からのぞむ絶景や津々浦々の名所やグルメ
を堪能する大人なスタンプラリー旅です！

驚き! 昭和の庶民遺産 SDGs 環境に優しい未来

「祝日」をキーワードに、改めて日本が誇る美しい自然・歴史・文化・技術に触れ、日本の魅
力を見つめなおすシリーズ特番。
昭和の日にはモノづくり日本の底力をご紹介する「驚き! 昭和の庶民遺産」、みどりの日に
は日本の最先端技術から未来像を紐解く「SDGs 環境に優しい未来」をお届けします。

【ヨーロッパミステリー】

午前 8:00-9:00
見知らぬ女性と子どもと共に消えた夫。そ
の行方を追う妻は、驚愕の真実を知ること
となる。オランダで大ヒットした、ヒューマンミ
ステリー。日本初放送！

土 日

如懿伝
～紫禁城に散る宿命の王妃～

総製作費96億円！中国版エミー賞で4冠
獲得！陰謀が渦巻く後宮で愛を貫き、誇り
高く生きた皇后。その切なくも美しい人生を
描く、宮廷時代劇の最高峰。

三国志
Secret of Three Kingdoms

【中国時代劇】 【中国時代劇】

漢王朝最後の皇帝・献帝は双子だった―。
美男美女キャストが集結し、大胆な設定と
史実を融合させた新たな視点でつづる、
史上最高の歴史ロマン！

午前11:29 -12:00月 金

紳士探偵L
～魔都・上海の事件録～

栄華を極めた魔都・上海を舞台に、名探偵
と新米刑事が難事件に立ち向かう！緻密な
推理とスタイリッシュな演出で魅せる、中国
発本格ミステリードラマ。

【中国ミステリー】

© Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited

© 2018 New Classics International Media Limited All Rights Reserved © 天津唐人影視股份有限公司

【ヨーロッパミステリー】

午前 9:59-10:55
ケンブリッジ郊外の小さな村を舞台に、人
間の本質を見抜く洞察力と優れたコミュニ
ケーション能力を持つ若き牧師が、殺人事
件の謎に挑む人気シリーズ。

土 日

© Column Film & KRO-NCRV © Kudos and Lovely Day 2014

よる7:00-9:00日

2021年度
全日本学生柔道優勝大会

「学生日本一」を懸ける男女大学対抗団
体戦。これまで幾多の名勝負を繰り広げ
てきた、大学柔道最高峰の大舞台で今
年はどんなドラマが待ち受けるのか？

月6 日27よる8:00-9:54土

日本女子ソフトボールリーグ2021
「シオノギ製薬×ビックカメラ高崎」

“世界最高峰リーグ”がいよいよ開幕！
レジェンド・上野由岐子を擁し、"二刀流”
藤田倭も加わったビックカメラ高崎に
対し、シオノギ製薬はどう挑むのか!?

月4 日3

解説：宇津木 妙子　実況：佐藤 啓

よる7:03-8:57木・祝

よる8:00-8:55 / よる9:00-9:55土

名車再生！

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作品を放送します。

よる8:00-8:55日

痛快！カガク大実験

ネットには科学実験やスポーツなどチャレンジに失敗
する動画が数多く存在します。なぜそれが失敗したか
を科学的に検証、今度は成功するように実験します。

よる9:00-9:55日

解明・宇宙の仕組み

宇宙誕生の秘密とその仕組みとは？専門家による
解説と最新技術を駆使した鮮明な映像で、神秘の
ベールに包まれた宇宙の実態を解き明かします。

月5 日4 よる7:03-8:58火・祝

京都画報 初夏編

千二百年の歴史都市が生み出した「美・知・
芸・技・食」。5つの分野にフォーカスし、高画質
映像で大人のための極上の京都情報をお届
けします。今回のテーマは「初夏・京料理を支
える匠の技」。
語り：常盤 貴子

4月 よる7:00-8:54日日4 5月 よる8:00-8:54水日19

京都浪漫 悠久の物語

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。

語り：池田 昌子
読み：室井 滋

京都夜桜 生中継2021

日本映画発祥の地・京都の「東映太秦映画
村」をメイン舞台に、日本映画の歴史とともに映
画人ゆかりの桜の名所をたっぷりとご紹介。音
楽とトーク、美しい桜の情景で綴る2時間です。

MC：里見 浩太朗
音楽ゲスト：重森 三果（邦楽演奏家）

～日本映画発祥の地に咲く桜物語～グランチェスター 牧師探偵シドニー・チェンバース
シーズン1・シーズン2FLIGHT HS13

午後1:59-3:00月 金

【韓流プラス】

愛を巡るバトルに夫婦の確執、そして、心安
らぐ大切な人の存在。信じていた夫と友人
に裏切られ、降りかかる試練の中、懸命に
生きるヒロインの王道愛憎劇！

Licensed by KBS Media Ltd. © 2019 KBS. All rights reserved

愛よ、お願い

今日のえほん

児童向けの絵本を読み聞かせる朗読番
組。“美しい絵”と“声”で、絵本の魅力をさ
らに引き出し、今の時代を生きる子供たち
に「素敵な絵本との出会い」を贈ります。

配信配信
見逃し見逃し

よる9:54-10:00月毎月最終



BS11ドラマ
公式Instagram

担当者が見どころを
熱く語ります！

の番組情報は「BS11プログラムガイド Anime版」をご覧ください。「アニメプラス」「ANIME＋」=新番組新
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情報番組

情報番組

水曜スペシャル

土曜セレクション
情報番組

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）

宝くじドリームサテライト（木曜8:57）

情報番組情報番組情報番組

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

速報ニュース インサイドOUT 54 速報ニュース インサイドOUT速報ニュース インサイドOUT

ショッピング情報

木曜セレクション

ショッピング情報

55 情報番組

今日のえほんアンコール

情報番組

京都浪漫 悠久の物語 密着！夢の家づくり

韓流プラス 愛よ、お願い（4/28～）

江戸の旋風（～4/16）
江戸の旋風Ⅱ（4/19～6/30）

中国ミステリー

台湾ドラマ アニキに恋して（～6/14）

中国時代劇 如懿伝～紫禁城に散る宿命の王妃～（～6/21）
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中国時代劇 ミーユエ 王朝を照らす月（～6/28）

[無料BS初]

[BS初]
崖っぷちの魔女たち（～4/27）[BS初]

紳士探偵L～魔都・上海の事件録～（～5/6）[BS初] オリジナル・シン－原生之罪－（5/7～）[日本初]

TIME TABLE 番組表

アーリーモーニング

©東陽市花児影視文化有限公司　© Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited　© BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.　©2015 Sanlih E-Television.All Rights Reserved.
Licensed by KBS Media Ltd. © 2018 KBS. All rights reserved　Licensed by KBS Media Ltd.© 2019 KBS. All rights reserved　©2018 New Classics International Media Limited All Rights Reserved

©東宝　©天津唐人影視股份有限公司　© 2018 Chinese Entertainment Tianjin Ltd., All Rights Reserved　© 2017 Shanghai Fanstory Works Co., Ltd

番組は都合により変更になる場合があります。
記載の放送期間は変更になる可能性があります。（2021年3月31日現在）

INFORMATION

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

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。

月
M o n d a y

火
T u e s d a y

水
W e d n e s d a y

木
T h u r s d a y

金
F r i d a y

土
S a t u r d a y

日
S u n d a y

59 オープニング

ショッピング情報 30

愛される花（～4/9）
あなたを見つけたい～See you again～（4/10～）

あなたを見つけたい
～See you again～

愛される花

［生］ショップチャンネル お買い物エンターテインメント

29

30

30

59

29

［生］ショップチャンネル お買い物エンターテインメント

オリジナル・シン
－原生之罪－

紳士探偵L
～魔都・上海の事件録～

アニキに恋して

ミーユエ 王朝を照らす月

如懿伝
～紫禁城に散る宿命の王妃～

江戸の旋風

崖っぷちの魔女たち 愛よ、お願い

30

アーリーモーニング

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 ショッピング情報

59
ヨーロッパミステリー

アート・オブ・クライム 美術犯罪捜査班 シーズン1・2（～4/25）
グランチェスター牧師探偵 シドニー・チェンバースシーズン1・2（5/1～6/6）

バルタザール 法医学者捜査ファイル（～4/11）
FLIGHT HS13（4/17～5/16）ヨーロッパミステリー

[BS初]

[BS初]
[BS初]

[日本初]

30

サタデーセレクション
サンデーセレクション

ショッピング情報

［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

土
曜
日

日
曜
日

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

30 30

30

しまじろうのわお！

八代亜紀
いい歌いい話 アンコール

日曜セレクション

ショッピング情報
ショッピング情報

01

55

55

30

エンディング

情報番組

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

大人の
バイク時間
MOTORISE

［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

名車再生！ 痛快！カガク大実験

名車再生！ 解明・宇宙の仕組み

世界最大級の
テレビショッピング

中国時代劇 三国志 Secret of Three Kingdoms

三国志
Secret of Three Kingdoms

[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

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

火曜ナイト 水曜ナイト月曜ナイト
30 30

マイナビ Be a booster!
B.LEAGUE ウィークリーハイライト

アニゲー☆
イレブン！

Anison
Days

54

30

［第1・3週］ 魔法少女くるみ

どっぷり
アプリ

水曜セレクト
[第1週]
NEXT company

[月1回]
虹のコンキスタドールが本気出しました！？

～Next Stage～

ミッドナイトアワー

BS11×京都
公式Instagram

上質な京都コンテンツを
放送しているBS11から
「本物の京都」をお届けします。BS11ドラマ【公式】Twitter ＠bs11_drama 〒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

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

リモコンの
番号ボタン　 を
プッシュ!

STEP 2

TVリモコンの
放送切替から
BSボタンを
選ぶ

[BS初]

新

名車再生！新

新

[最終週]今日のえほん




