
週間番組表 2017年01月16日～2017年01月22日 帯域：HD 2017/04/06 (木)発行

時 時 時
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1/22(日)1/16(月) 1/17(火) 1/18(水) 1/19(木) 1/20(金) 1/21(土)
43  オープニング  【その他・その他】                       

45  テレショップ 
  【その他・通販】                   

48  オープニング  【その他・その他】                       

50  テレショップ 
     【その他・通販】                   
 

53  オープニング  【その他・その他】                       53  オープニング  【その他・その他】                       53  オープニング  【その他・その他】                       53  オープニング  【その他・その他】                       

55  テレショップ 
  【その他・通販】                   

55  テレショップ 
  【その他・通販】                   
V 

55  テレショップ 
  【その他・通販】                   

55  テレショップ 
  【その他・通販】                   

03  オープニング  【その他・その他】                       

05  ココ掘れキッズのおしえてＭＡＰ【教養】  
15  テレショップ 
  【その他・通販】                   20  テレショップ 

     【その他・通販】                   
 

20  テレショップ 
25  テレショップ 
  【その他・通販】                   
TV 

25  テレショップ 
  【その他・通販】                   

25  テレショップ 
  【その他・通販】                   
ATV 

25  テレショップ 
  【その他・通販】                   

45  テレショップ 
  【その他・通販】                   50  テレショップ 

     【その他・通販】                   
 

50  テレショップ 
     【その他・通販】                   
 

55  テレショップ 
  【その他・通販】                    

55  テレショップ 
  【その他・通販】                   

55  テレショップ 
  【その他・通販】                   

55  テレショップ 
  【その他・通販】                   

15  たまごちゃん 【その他・その他】                       
20  テレショップ 
     【その他・通販】                   
 

20  テレショップ 
     【その他・通販】                   
 

25   グッド！モーニング 
   【報道】【教育】【教養】 

グッド！モーニング 
   【報道】【教育】【教養】 

グッド！モーニング 
   【報道】【教育】【教養】 
) 

グッド！モーニング 
   【報道】【教育】【教養】 

25   グッド！モーニング 
   【報道】【教育】【教養】 

50  ＡＮＮニュース  【報道】                    50  ポケモンの家あつまる？ 
   【娯楽】 
 

00  週刊ニュースリーダー 
   
     【報道】【教育】 
   【教養】【娯楽】 
 
 
 
 
 

20  ＡＮＮニュース 【報道】                  

30  ベイブレードバースト 
   【娯楽】 

00   ヘボット！ 
    【娯楽】 
 

30   動物戦隊ジュウオウジャー 
     【娯楽】 

00  仮面ライダーエグゼイド 
  【娯楽】 

00   朝だ！生です旅サラダ 
   
    【教育】【教養】【娯楽】 
 

00   羽鳥慎一モーニングショー 
   
     【報道】【教育】【教養】 
 

00   羽鳥慎一モーニングショー 
   
     【報道】【教育】【教養】 
 
 

00   羽鳥慎一モーニングショー 
   
     【報道】【教育】【教養】 
 

00   羽鳥慎一モーニングショー 
   
     【報道】【教育】【教養】 
 
 

00   羽鳥慎一モーニングショー 
   
     【報道】【教育】【教養】 
 30   魔法つかいプリキュア！ 

    【娯楽】 
) 

00  題名のない音楽会 
   【教育】 
 

30  ペットの王国 ワンだランド 
     【教養】【娯楽】 
                 

30   サタハピしずおか 
   
     【娯楽】 

55  テレショップ 
     【その他・通販】                   

55  テレショップ 
     【その他・通販】                   

テレショップ 
     【その他・通販】                   

55  テレショップ 
     【その他・通販】                   

55  テレショップ 
     【その他・通販】                   00   帰れまサンデー 

  
    【娯楽】 25  お天気コーナー 【報道】                                                              25  お天気コーナー  【報道】                                                              25  お天気コーナー  【報道】                                                              25  お天気コーナー 【報道】                                                              25  お天気コーナー  【報道】                                                              エンジョイＤＩＹ 

  【教養】【娯楽】 
 

ワイド！スクランブル 
 
  【報道】【教育】【教養】 
 

30   ワイド！スクランブル 
 
  【報道】【教育】【教養】 

30   ワイド！スクランブル 
 
  【報道】【教育】【教養】 

ワイド！スクランブル 
 
  【報道】【教育】【教養】 

30   ワイド！スクランブル 
 
  【報道】【教育】【教養】 55  恋妻家宮本 公開記念スペシ 

  ャル 
15   帰れまサンデー プラス 
      【娯楽】 25  たまごちゃん 

     【その他・その他】 
45   ＡＮＮニュース 【報道】               

45   ＡＮＮニュース 【報道】               
55    お天気コーナー 【報道】                      

00   徹子の部屋 
  【教育】【教養】 

00   徹子の部屋 
  【教育】【教養】 

徹子の部屋 
  【教育】【教養】 

徹子の部屋 
  【教育】【教養】 

徹子の部屋 
  【教育】【教養】 

00  ビートたけしのＴＶタックル 
   
  【教養】 
 
   

00  土曜スペシャル 
  【娯楽】 

30   ワイド！スクランブル 
 
  【報道】【教育】【教養】 

30   ワイド！スクランブル 
 
  【報道】【教育】【教養】 

ワイド！スクランブル 
 
  【報道】【教育】【教養】 

ワイド！スクランブル 
 
  【報道】【教育】【教養】 

ワイド！スクランブル 
 
  【報道】【教育】【教養】 

55   新婚さんいらっしゃい！ 
  【娯楽】 
 

25  パネルクイズ アタック２５ 
  【教育】【教養】 
 45   上沼恵美子のおしゃべりクッキング 【教育】 45   上沼恵美子のおしゃべりクッキング 【教育】 45   上沼恵美子のおしゃべりクッキング 【教育】 45   上沼恵美子のおしゃべりクッキング 【教育】 45   上沼恵美子のおしゃべりクッキング 【教育】 

55   メ～テレ開局５５周年記 
  念番組「英樹＆彬のなるほど 
  鍋奉行」 
  【娯楽】 

00  傑作ワイド劇場  
  西村京太郎トラベルミステリ 
  ー 愛と殺意の津軽三味線 
  【娯楽】 

00  傑作ワイド劇場  
  検事・朝日奈耀子４ 
  【娯楽】 

00  傑作ワイド劇場  
  殺人被害者の妻 
  【娯楽】 

00   傑作ワイド劇場  
  逆転報道の女 ＮＥＷＳ４ 
  【娯楽】 

00  傑作ワイド劇場 
  ホテル警備隊 田辺素直 
  【娯楽】 

00  土曜スペシャル２  
  【娯楽】 

20  ココデビナビ 【その他・その他】 

25  日曜ワイド  
  マツコ＆有吉の怒り新党 
  【娯楽】 50  臨場 

    第7回  
  【娯楽】 

50  臨場  
  第8回 
  【娯楽】 

50  臨場  
  第9回 
  【娯楽】 

50  臨場 
  第10回 
  【娯楽】 

50  遺留捜査３  
  第1回 
  【娯楽】 
 

00  世界！ニッポン行きたい人応 
  援団 
  【娯楽】 25  静岡のチカラ 【教養】 

30  報道ステーションＳＵＮＤＡＹ 
   
   【報道】 

45  とびっきり！しずおか 
   
  【報道】【教育】【教養】 

45  とびっきり！しずおか 
   
  【報道】【教育】【教養】 

とびっきり！しずおか 
   
  【報道】【教育】【教養】 

45  とびっきり！しずおか 
   
  【報道】【教育】【教養】 

45  とびっきり！しずおか 
   
  【報道】【教育】【教養】 

55  ピエール瀧のしょんないＴＶ 
     【娯楽】 

25  おべんとレター。【教養】 

30   ＡＮＮスーパーＪチャン 
    【報道】 

53   ＡＮＮスーパーＪチャンネル 
  【報道】  

53   ＡＮＮスーパーＪチャンネル 
  【報道】  

53   ＡＮＮスーパーＪチャンネル 
  【報道】  

53   ＡＮＮスーパーＪチャンネル 
  【報道】  

53   ＡＮＮスーパーＪチャンネル 
  【報道】  

55  静岡県のお天気  【報道】                    55  ウェザーリポート 【報道】                                        

00   人生の楽園 
  【教育】 

00  相葉マナブ 
  【教育】【教養】 

15  とびっきり！しずおか 
  【報道】 
   

15  とびっきり！しずおか 
  【報道】 
   

15  とびっきり！しずおか 
  【報道】 
   

15  とびっきり！しずおか 
  【報道】 
   

15  とびっきり！しずおか 
  【報道】 
   30   ごはんジャパン 

  【教養】【娯楽】 
30  イチから住～前略、移住しました～       
    【教養】【娯楽】 

51  とびっきり！しずおか   【教養】 51  とびっきり！しずおか   【教養】 51  とびっきり！しずおか   【教養】 51  とびっきり！しずおか   【教養】 51  とびっきり！しずおか   【教養】 
56   世界が驚いたニッポン！ 
  スゴ～イデスネ！！視察団 
  【教育】【教養】【娯楽】 

57   日曜もアメトーーク！ 
  【娯楽】 

00  ドラえもん 
  【教育】【娯楽】 

00   林修の今でしょ！講座 
 
  【教育】【教養】 

00   あいつ今何してる？ 
 
  【娯楽】 
 

00  日本人の３割しか知らな 
  いこと くりぃむしちゅーの 
  ハナタカ！優越館 
  【教養】【娯楽】 

00   ミになる図書館プレゼン 
  ツ 中居正広ＶＳ芸能人５０ 
  人！ 
  世代別クイズバトル ジェネ 
  レーションチャンプ 
  【教養】【娯楽】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30   クレヨンしんちゃん 
    【娯楽】 

54  お天気＆レジャー 【報道】【教養】 54  あさひテレビニュース 【報道】 54  あさひテレビニュース 【報道】               54  あさひテレビニュース 【報道】 
54   池上彰のニュースそうだ 
  ったのか 
  【報道】【教養】 

58  人生で大事なことは○○ 
  から学んだ 
  【教養】【娯楽】 

00   くりぃむクイズ ミラクル９ 
   
  【教育】【教養】【娯楽】 
 

00   科捜研の女 
  【娯楽】 

ミュージックステーション 
   
  【娯楽】 

00   世界の村で発見！こんな 
  ところに日本人 ２時間ＳＰ 
 
  【教育】【教養】【娯楽】 

54   ＡＮＮニュース 【報道】             54   ＡＮＮニュース 【報道】             

54  お天気＆レジャー 【報道】【教養】                                     54  お天気＆レジャー 【報道】【教養】             58   今夜の土曜プライム  【娯楽】 58   今夜の日曜エンターテインメント 【娯

00   相棒ｓｅａｓｏｎ１５ 
  【娯楽】 

00   就活家族～きっと、うま 
  くいく～ 
  【娯楽】 

00  日曜エンターテインメント 
  日曜洋画劇場 特別企画「Ｓ 
  ＴＡＮＤ ＢＹ ＭＥ ドラ 
  えもん」 
  【娯楽】 
 

00  土曜プライム 
  土曜ワイド劇場「弁護士 倉 
  沢由法の事件ファイル」 
 
  【娯楽】 
 
   

48  お天気＆レジャー 【報道】【教養】 48  お天気＆レジャー 【報道】【教養】 

54   報道ステーション 
   
  【報道】 

54   報道ステーション 
   
  【報道】 
 
 
 
  

54   報道ステーション 
   
  【報道】 
 
 
 
 

54   報道ステーション 
   
  【報道】 
 
 

54   報道ステーション 
   
  【報道】 
 
 
 52  お天気コーナー 【報道】                     

55   関ジャム 完全燃ＳＨＯＷ 
   
  【娯楽】 

06  情報  【その他・その他】                                                              

09  お天気コーナー 【報道】                     
10  ココデビナビ  【その他・その他】                      10  コピンクスＣＯＳＭＯＳ【その他・その他】 10  ザ・メッセージ  【娯楽】 10  ＤＯ ＭＡＬＬ！ＴＶ   【娯楽】 10  スポーツパラダイス 

  【報道】【教養】 
15   Ｓｍａ ＳＴＡＴＩＯＮ！！ 
   
  【報道】【教養】 

15   橋下×羽鳥の番組 
  
  【教養】【娯楽】 
 

15   中居正広のミになる図書館 
  
  【教養】【娯楽】 
 

マツコ＆有吉の怒り新党 
   
  【娯楽】 
 

15   雨上がり決死隊のトーク 
  番組 アメトーーク！ 
   
  【娯楽】 45   奪い愛、冬 

  【娯楽】 

09  ココデビナビ 【その他・その他】                       10  日本サッカー応援宣言 
  やべっちＦＣ 
  【報道】【教養】【娯楽】 

15  お天気コーナー 【報道】                     15  お天気コーナー 【報道】                     15  お天気コーナー 【報道】                     15  お天気コーナー 【報道】                     
15   ＡＮＮニュース＆スポーツ 20  松本家の休日 

    【娯楽】 
20  夜の巷を徘徊する 
    【娯楽】 

20  水曜どうでしょうＣｌａｓｓ 
    【娯楽】 

20  ピエール瀧のしょんないＴＶ 
  【娯楽】 

35   豆腐プロレス 
  【娯楽】 

45  イベント情報 【その他・その他】 
45  ＡＮＮニュース＆スポーツ  【報50  情報                                 50  情報 【その他・その他】 50  情報 【その他・その他】 50  情報 【その他・その他】 

50   『ぷっ』すま 
  【娯楽】 55  モヤモヤさまぁ～ず２ 

 
  【教養】【娯楽】 
 

55  なるみ・岡村の過ぎるＴＶ 
   
  【教養】【娯楽】 
 

55  探偵！ナイトスクープ 
   
  【教養】【娯楽】 
 
) 

55  たけしのニッポンのミカタ！ 
   
  【教養】【娯楽】 

58  ももクロＣｈａｎ 
  【娯楽】 

00  雨上がりのＡさんの話～事情 
  通に聞きました！ 
  【教養】【娯楽】 20  キスマイ魔ジック 

  【娯楽】 28  タイガーマスクＷ 
  【娯楽】 

50  ｍｕｓｉｃるＴＶ＠ＳＨＩＺＵＯＫＡ【娯楽】   
55  コピンクスＣＯＳＭＯＳ【その他・その他】              

55  三又ノ番組 
  【娯楽】 

55  ちょっとタビ好キ 
    【教養】【娯楽】 

55  探偵！ナイトスクープ 
   

55  さまぁ～ず×さまぁ～ず 
  【娯楽】 

55  ゴッドタン 
  【娯楽】 

58  ワールドプロレスリング 
  【娯楽】 

00  たまごちゃん 【その他・その他】                  

15  デルゲーツ 
  【娯楽】 25  ココデビナビ 【その他・その他】                       ココデビナビ 【その他・その他】                       25  ココデビナビ 【その他・その他】                       25  ココデビナビ 【その他・その他】                       25  ｍｕｓｉｃるＴＶ 

  【教養】【娯楽】 
 

28  テレメンタリー２０１７  
  【報道】【教養】 30  テレメンタリー２０１７ 

    【報道】【教養】 
30  テレショップ 
    【その他・通販】                   

30  テレショップ 
    【その他・通販】                   

30  ＢＲＥＡＫ ＯＵＴ 
  【娯楽】 

35  じっくり聞いタロウ～スター 
   

55  テレショップ 
    【その他・通販】                   

58  テレショップ 
    【その他・通販】                   

00  テレショップ 
    【その他・通販】                   

00  テレショップ 
    【その他・通販】                   

00  テレショップ 
    【その他・通販】                   

テレショップ 
    【その他・通販】                   05  テレショップ 

    【その他・通販】                   
25  クロージング   【その他・その他】                                             28  クロージング   【その他・その他】                                                         

30  木曜深夜はしょんないＴＶ！ 【その他・その 30  木曜深夜はしょんないＴＶ！ 【その他・その 30  木曜深夜はしょんないＴＶ！ 【その他・その 30  金曜夜はスポパラ！  【その他・その

35  クロージング   【その他・その他】                                                                  35  クロージング   【その他・その他】                                             35  クロージング   【その他・その他】                                             35  クロージング   【その他・その他】                                             35  クロージング   【その他・その他】                                            

二重枠＝日付先頭番組


