
通販4:25 4:55 愉快！爽快！今が買い！井上順のイチ押しショッピング

通販4:55 5:25 Ｓｈｏｐｐｉｎ’Ｏｎ

その他3:53 3:55 オープニング

通販3:55 4:25 健康でいきいき生活！「プロテオグリカン」その秘密を徹底解明！

静岡朝日テレビ　２０１９年２月第３週　番組種別　

放送日 開始時間 終了時間 番組名 番組区分

通販9:55 10:25 いくつになってもサッと立ちたい！歩きたい！

報道10:25 10:30 お天気コーナー

報道

教育

教養

8:00 9:55 羽鳥慎一モーニングショー

報道

教育

教養

5:25 8:00 グッド！モーニング

報道

教育

教養

12:30 13:40 ワイド！スクランブル

教育

教養
12:00 12:30 徹子の部屋

報道

教育

教養

10:30 12:00 ワイド！スクランブル

教育

教養

16:45 17:53 とびっきり！しずおか

娯楽15:45 16:45 駐在刑事

報道

教育13:40 13:55 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

娯楽13:55 15:45 傑作ワイド劇場

報道

教養
21:48 21:54 お天気＆レジャー

教養

娯楽

19:00 21:48

教養18:51 19:00 とびっきり！しずおか

教育

報道17:53 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道18:15 18:51 とびっきり！しずおか

娯楽
0:25 0:55 ザワつく！一茂良純時々ちさ子の会

教養

報道0:20 0:25 お天気コーナー

教養

教養

娯楽
23:20 0:20 激レアさんを連れてきた。

報道21:54 23:15 報道ステーション

その他23:15 23:20 はままつパラディ

教養
2:30 3:00 テレメンタリー２０１９

通販3:00 3:30 ショップジャパン

その他2:25 2:30 ココデビナビ

報道

娯楽
0:55 1:55 モヤモヤさまぁ～ず２

娯楽1:55 2:25 ＢａｎＧ　Ｄｒｅａｍ！　２ｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ

通販3:55 4:25 ダイレクトテレショップ

その他3:30 3:34 クロージング

その他3:53 3:55 オープニング

2月18日(月)

2月19日(火)



通販4:55 5:25 ショップジャパン

報道

通販4:25 4:55 第３の寿命とは？目指せ！健康長寿

通販9:55 10:25 イイものショッピングゥ～！

報道10:25 10:30 お天気コーナー

報道

教育

教養

8:00 9:55 羽鳥慎一モーニングショー

教育

教養

5:25 8:00 グッド！モーニング

報道

教育

教養

12:30 13:40 ワイド！スクランブル

教育

教養
12:00 12:30 徹子の部屋

報道

教育

教養

10:30 12:00 ワイド！スクランブル

教育

教養

16:45 17:53 とびっきり！しずおか

娯楽15:45 16:45 駐在刑事

報道

教育13:40 13:55 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

娯楽13:55 15:45 傑作ワイド劇場

娯楽
19:00 21:48 林修の今でしょ！講座　３時間ＳＰ

報道

教養18:51 19:00 とびっきり！しずおか

教養

報道17:53 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道18:15 18:51 とびっきり！しずおか

娯楽
23:20 0:20 ソノサキ　～知りたい見たいを大追跡！～

報道0:20 0:25 お天気コーナー

その他23:15 23:20 コピンクス２０２０

教養

教養
21:48 21:54 お天気＆レジャー

報道21:54 23:15 報道ステーション

その他2:25 2:30 ココデビナビ

通販2:30 3:00 ショップジャパン

娯楽
0:55 1:55 なるみ・岡村の過ぎるＴＶ

娯楽1:55 2:25 ももクロＣｈａｎ

娯楽0:25 0:55 夜の巷を徘徊する

教養

通販4:45 5:15 誰にでもできる！キレイの習慣大公開！

その他5:15 5:25 たまごちゃん

その他4:13 4:15 オープニング

通販4:15 4:45 ショップジャパン

通販3:00 3:30 言葉の壁はもう怖くない　世界とポケトークしよう！

その他3:30 3:34 クロージング

通販9:55 10:25 元気な人は知っている　野草に秘められた健康の力！

報道10:25 10:30 月刊あさひテレビ通信

報道

教育

教養

8:00 9:55 羽鳥慎一モーニングショー

報道

教育

教養

5:25 8:00 グッド！モーニング

報道

10:30 12:00 ワイド！スクランブル

2月19日(火)

2月20日(水)



報道

教育

教養

12:30 13:40 ワイド！スクランブル

教育

教養
12:00 12:30 徹子の部屋

教育

教養

10:30 12:00 ワイド！スクランブル

教育

教養

16:45 17:53 とびっきり！しずおか

娯楽15:45 16:45 駐在刑事

報道

教育13:40 13:55 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

娯楽13:55 15:45 傑作ワイド劇場

報道19:54 20:00 あさひテレビニュース

教育

教養18:51 19:00 とびっきり！しずおか

娯楽19:00 19:54 あいつ今何してる？

報道17:53 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道18:15 18:51 とびっきり！しずおか

娯楽21:00 21:54 相棒ｓｅａｓｏｎ１７

報道21:54 23:15 報道ステーション

報道

教養
20:54 21:00 お天気＆レジャー

教養

娯楽

20:00 20:54 くりぃむクイズ　ミラクル９

娯楽
0:55 1:55 探偵！ナイトスクープ

教養

娯楽
0:25 0:55 超実践！こじらせ女学院

教育

報道0:20 0:25 お天気コーナー

教養

その他23:15 23:20 ザ・メッセージ

娯楽23:20 0:20 マツコ＆有吉かりそめ天国

その他3:30 3:34 クロージング

その他3:53 3:55 オープニング

通販2:30 3:00 ショップジャパン

通販3:00 3:30 トウ・キユーピー　ＴＶショッピング

娯楽
1:55 2:25 タモリ倶楽部

その他2:25 2:30 ココデビナビ

教育

教養

5:25 8:00 グッド！モーニング

通販4:55 5:25 年齢肌のあるあるに！あきらめないで　感動！パール肌

報道

通販3:55 4:25 ＢＡＲＣＯＳ　ＴＶショッピング

通販4:25 4:55 ショップジャパン

報道

教育

教養

10:30 12:00 ワイド！スクランブル

通販9:55 10:25 いくつになってもサッと立ちたい！歩きたい！

報道10:25 10:30 お天気コーナー

報道

教育

教養

8:00 9:55 羽鳥慎一モーニングショー

報道

教育12:30 13:40 ワイド！スクランブル

教育

教養
12:00 12:30 徹子の部屋

2月20日(水)

2月21日(木)



教育13:40 13:55 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

娯楽13:55 15:45 傑作ワイド劇場

教養

12:30 13:40 ワイド！スクランブル

報道17:53 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道18:15 18:51 とびっきり！しずおか

教育

教養

16:45 17:53 とびっきり！しずおか

娯楽15:45 16:45 ＴＥＡＭ～警視庁特別犯罪捜査本部～

報道

娯楽20:00 20:54 刑事ゼロ

報道

娯楽
19:00 19:54 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

報道19:54 20:00 あさひテレビニュース

教養18:51 19:00 とびっきり！しずおか

教養

娯楽23:20 0:20 雨上がり決死隊のトーク番組　アメトーーク！

報道0:20 0:25 お天気コーナー

報道21:54 23:15 報道ステーション

その他23:15 23:20 ザ・メッセージ

教養
20:54 21:00 お天気＆レジャー

娯楽21:00 21:54 ハケン占い師アタル

娯楽
1:00 2:00 たけしのニッポンのミカタ！

娯楽2:00 2:30 恋とか愛とか（仮）

その他0:55 1:00 情報

教養

教養

娯楽
0:25 0:55 ピエール瀧のしょんないＴＶ

その他3:53 3:55 オープニング

通販3:55 4:25 ショップジャパン

通販3:05 3:35 イイものショッピングゥ～！

その他3:35 3:39 クロージング

その他2:30 2:35 ココデビナビ

娯楽2:35 3:05 ＢＲＥＡＫ　ＯＵＴ

報道

教育

教養

8:00 9:55 羽鳥慎一モーニングショー

報道

教育

教養

5:25 8:00 グッド！モーニング

通販4:25 4:55 言葉の壁はもう怖くない　世界とポケトークしよう！

通販4:55 5:25 ショップジャパン

教育

教養
12:00 12:30 徹子の部屋

報道

教育

教養

10:30 12:00 ワイド！スクランブル

通販9:55 10:25 足腰肩　筋肉パワーの秘密は○○○にあった！

報道10:25 10:30 お天気コーナー

娯楽15:45 16:45 ＴＥＡＭ～警視庁特別犯罪捜査本部～

報道

教育13:40 13:55 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

娯楽13:55 15:45 傑作ワイド劇場

報道

教育

教養

12:30 13:40 ワイド！スクランブル

教育

教養

16:45 17:53 とびっきり！しずおか

2月21日(木)

2月22日(金)



教養18:51 19:00 とびっきり！しずおか

教育

報道17:53 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道18:15 18:51 とびっきり！しずおか

報道

教養
20:54 20:57 お天気＆レジャー

報道19:54 20:00 あさひテレビニュース

娯楽20:00 20:54 ミュージックステーション

娯楽
19:00 19:30 ドラえもん

娯楽19:30 19:54 クレヨンしんちゃん

教養
23:10 23:45 スポーツパラダイス

娯楽23:45 0:45 私のおじさん

報道21:54 23:10 報道ステーション

報道

教養

娯楽
20:57 21:54 ザワつく！金曜日

教養
1:25 4:25 朝まで生テレビ

通販4:25 4:50 ショップジャパン

その他1:20 1:25 ココデビナビ

報道

その他0:45 0:50 イベント情報

娯楽0:50 1:20 １０万円でできるかな

教育

教養

娯楽

6:00 8:00 週刊ニュースリーダー

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

報道

通販4:50 5:20 ショップジャパン

通販5:20 5:50 痛快！買い物ランド～ショップ島～

教養

娯楽
10:25 10:55 サタハピぷらす

教育

教養

娯楽

9:30 10:25 サタハピしずおか

教育

教養

娯楽

8:00 9:30 朝だ！生です旅サラダ

娯楽12:00 13:00 激レアさんを連れてきた。

教育

報道11:40 11:45 お天気コーナー

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

娯楽10:55 11:25 磯山さやかの　これぞ快適生活！　神様のおうちＧＯＤ’ｓＨＯＵＳＥ

その他11:25 11:40 たまごちゃん

報道17:55 18:00 静岡県のお天気

教養

娯楽16:00 16:30 静岡マラソン２０１９　あす号砲！ＳＰ

報道16:30 17:55 スーパーＪチャンネル

教養

娯楽

13:00 16:00 世界の村で発見！こんなところに日本人３時間ＳＰ

報道22:10 22:15 あさひテレビニュース

娯楽22:15 23:10 陸海空　地球征服するなんて

教養
18:56 20:54

報道20:54 22:10 サタデーステーション

娯楽
18:00 18:56 ごはんジャパン　１時間ＳＰ

報道

その他23:10 23:15 ココデビナビ

娯楽23:15 0:05 僕の初恋をキミに捧ぐ

2月22日(金)

2月23日(土)



その他0:35 0:40 ココデビナビ

教育0:40 1:10 題名のない音楽会

報道0:05 0:10 お天気コーナー

娯楽0:10 0:35 ラストアイドル

娯楽2:30 3:00 さまぁ～ず×さまぁ～ず

教養

その他2:10 2:15 コピンクス２０２０

その他2:15 2:30 たまごちゃん

教養

娯楽
1:10 2:10 雨上がりのＡさんの話～事情通に聞きました！～

通販4:20 4:50 ６０代・７０代こそ知っておきたい！アブラの新常識

通販4:50 5:20 ダイレクトテレショップ

その他4:03 4:05 オープニング

教養4:05 4:20 千原せいじのＫｉｄｓ　Ｗｏｒｌｄ

娯楽
3:00 3:30 ちょっとタビ好キ

通販3:30 4:00 ＢＡＲＣＯＳ　ＴＶショッピング

娯楽8:30 9:00 スター☆トゥインクルプリキュア

娯楽9:00 9:30 仮面ライダージオウ

報道

教育

教養

6:20 8:30 サンデーＬＩＶＥ！！

娯楽5:20 5:50 ベイブレードバースト　超ゼツ

娯楽5:50 6:20 ポケモンの家あつまる？

娯楽12:55 13:25 新婚さんいらっしゃい！

教育

報道11:45 11:55 ＡＮＮニュース

娯楽11:55 12:55 静岡マラソン２０１９

娯楽9:30 10:00

娯楽10:00 11:45 静岡マラソン２０１９

報道16:30 17:55 サンデーステーション

報道17:55 18:00 ウェザーリポート

教養15:20 16:25 路線バスで寄り道の旅

娯楽16:25 16:30 ザ・メッセージ（再）

教養
13:25 13:55 パネルクイズ　アタック２５

報道13:55 15:20 天皇陛下　激動の３０年　国民へのメッセージを生中継

教養

娯楽
20:54 21:00 おべんとレター。

教養

娯楽
19:58 20:54 ポツンと一軒家

教養

娯楽
18:30 19:58 ナニコレ珍百景

教育

教養
18:00 18:30 相葉マナブ

報道

教養
0:40 0:55 ＡＮＮニュース＆スポーツ

教養

娯楽

0:05 0:40 日本サッカー応援宣言やべっちＦＣ

娯楽23:10 0:05 関ジャム　完全燃ＳＨＯＷ

報道

娯楽21:00 23:05 日曜プライム

報道23:05 23:10 お天気コーナー

2月23日(土)

2月24日(日)

教養

娯楽
2:55 3:25 ｍｕｓｉｃるＴＶ

娯楽1:55 2:25 ワールドプロレスリング

娯楽2:25 2:55

娯楽0:55 1:25 ラキグルガールりほことゲッターズ飯田のラキ×グル

娯楽1:25 1:55 パーフェクトクライム



その他3:25 3:29 クロージング

2月24日(日)


