
その他3:51 3:52 オープニング

通販3:52 4:22 健美の郷　テレビショッピング

静岡朝日テレビ　２０２１年７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

報道

教育

教養

4:55 7:20 グッド！モーニング

通販4:22 4:52 フレイルってなに？知って得する健康対策！！

報道4:52 4:55 お天気

教育7:30 8:00 グッド！モーニング

報道

報道

教養
7:20 7:30 東京五輪みどころ

通販9:55 10:25 元気な人は知っている　からだのそうじ屋さん

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

12:00 13:00 大下容子ワイド！スクランブル

教育

教養

10:25 12:00 大下容子ワイド！スクランブル

教育13:30 13:45 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

その他13:45 13:49 いろどりナビ

教育

教養
13:00 13:30 徹子の部屋

報道

教育

教養

16:40 17:50 とびっきり！しずおか

娯楽13:49 15:43 傑作ワイド劇場

娯楽15:43 16:40 相棒セレクション

報道

教養
18:15 19:00 とびっきり！しずおか

報道

教養
17:50 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

教養
21:48 21:54 お天気＆レジャー

報道21:54 23:10 報道ステーション

娯楽19:00 21:48

報道

娯楽
23:15 0:15 激レアさんを連れてきた。

娯楽0:15 0:45

その他23:10 23:15 とびだせ！かにぱんお姉さんの！秘密のキッチン

教養

娯楽1:20 1:40 トゲアリトゲナシトゲトゲ

娯楽1:40 2:10 ＢＲＥＡＫ　ＯＵＴ

報道0:45 0:50 お天気コーナー

娯楽0:50 1:20 ぼる部屋

通販3:10 3:40 イイものショッピングゥ～！

その他3:40 3:41 クロージング

通販2:10 2:40 ショップジャパン

通販2:40 3:10 ショップジャパン

7月19日(月)



通販4:22 4:52 イイものショッピングゥ～！

報道4:52 4:55 お天気

その他3:51 3:52 オープニング

通販3:52 4:22 生島ヒロシの健康マニア倶楽部～心と体のプレミア通販～

報道

教養
7:20 7:30 東京五輪みどころ

報道

教育

教養

4:55 7:20 グッド！モーニング

教育

教養

8:00 9:55 羽鳥慎一モーニングショー

教育7:30 8:00 グッド！モーニング

報道

教育

教養

10:25 12:00 大下容子ワイド！スクランブル

通販9:55 10:25 イイものショッピングゥ～！

報道

教育

教養
13:00 13:30 徹子の部屋

報道

教育

教養

12:00 13:00 大下容子ワイド！スクランブル

娯楽13:49 15:43 傑作ワイド劇場

娯楽15:43 16:40 相棒セレクション

教育13:30 13:45 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

その他13:45 13:49 いろどりナビ

報道

教養
17:50 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道

教育

教養

16:40 17:50 とびっきり！しずおか

教育

教養

娯楽

19:00 21:48 １万２０００人が選ぶ！　私が感動した金メダルはこれだ！

報道

教養
18:15 19:00 とびっきり！しずおか

報道21:54 23:10 報道ステーション

報道23:10 23:15 ＳＡＴＶニュース

報道

教養
21:48 21:54 お天気＆レジャー

報道0:45 0:50 お天気コーナー

娯楽0:50 1:20 おぎやはぎのハピキャン

娯楽23:15 0:15 ロンドンハーツ

娯楽0:15 0:45 かまいガチ

教養
1:40 2:10 テレメンタリー２０２１

通販2:10 2:40 ショップジャパン

娯楽1:20 1:40 ＮＥＷニューヨーク

報道

その他3:40 3:41 クロージング

その他3:51 3:52 オープニング

通販2:40 3:10 イイものショッピングゥ～！

通販3:10 3:40 命のつながり。いただきます。

報道4:52 4:55 お天気

通販3:52 4:22 ショップジャパン

通販4:22 4:52 若々しいハリをあなたのものに！

7月20日(火)

7月21日(水)



報道

報道

教養
7:20 7:30 東京五輪みどころ

教育

教養

4:55 7:20 グッド！モーニング

教育

教養

8:00 9:55 羽鳥慎一モーニングショー

教育7:30 8:00 グッド！モーニング

報道

教育

教養

10:25 12:00 大下容子ワイド！スクランブル

通販9:55 10:25 木久扇さんも実感！いまつらいあなたに！ヒザ元気への近道！教えます！

報道

教育

教養
13:00 13:30 徹子の部屋

報道

教育

教養

12:00 13:00 大下容子ワイド！スクランブル

娯楽13:49 15:43 傑作ワイド劇場

娯楽15:43 16:40 相棒セレクション

教育13:30 13:45 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

その他13:45 13:49 いろどりナビ

報道

教養
17:50 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道

教育

教養

16:40 17:50 とびっきり！しずおか

報道

教育

教養

18:57 20:00 池上彰の発掘！静岡のチカラ　Ｐａｒｔ１２

報道

教養
18:15 18:57 とびっきり！しずおか

教養
20:54 21:00 お天気＆レジャー

娯楽21:00 21:54 刑事７人

娯楽20:00 20:54 あいつ今何してる？

報道

娯楽23:15 0:15 お笑い実力刃

娯楽0:15 0:45 ブイ子のバズっちゃいな！

報道21:54 23:10 報道ステーション

報道23:10 23:15 ＳＡＴＶニュース

娯楽
0:50 1:20 タモリ倶楽部

娯楽1:20 1:50 霜降りバラエティ

報道0:45 0:50 お天気コーナー

教養

通販2:40 3:10 ＤＳＫ　Ｊａｐａｎテレビショッピング

通販3:10 3:40 ついに発見！日本初！年齢シワの改善法！教えます！

娯楽1:50 2:10 そんな食べ方あったのか！

通販2:10 2:40 ショップジャパン

通販3:52 4:22 雪印メグミルクダイレクトＴＶショッピング

通販4:22 4:52 ショップジャパン

その他3:40 3:41 クロージング

その他3:51 3:52 オープニング

教育4:55 7:20 グッド！モーニング

報道4:52 4:55 お天気

報道

7月21日(水)

7月22日(木)



教養

4:55 7:20 グッド！モーニング

教育7:30 8:00 グッド！モーニング

報道

報道

教養
7:20 7:30 東京五輪みどころ

通販9:55 10:25 ショップジャパン

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

12:00 13:00 大下容子ワイド！スクランブル

教育

教養

10:25 12:00 大下容子ワイド！スクランブル

教育13:30 13:45 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

通販13:45 14:38 ジャパネットたかたテレビショッピング

教育

教養
13:00 13:30 徹子の部屋

教育

教養

16:40 17:50 とびっきり！しずおか

娯楽14:38 16:40 相棒セレクション

報道

報道

教養
18:15 19:00 とびっきり！しずおか

報道

教養
17:50 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

娯楽20:00 20:54 木曜ミステリー　ＩＰ～サイバー捜査班

報道

教養

娯楽
19:00 20:00 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

報道21:54 23:10 報道ステーション

報道23:10 23:15 ＳＡＴＶニュース

教養
20:54 21:00 お天気＆レジャー

娯楽21:00 21:54 木曜ドラマ　緊急取調室

報道0:45 0:50 お天気コーナー

娯楽0:50 1:20 リア突ＷＥＳＴ

娯楽23:15 0:15 雨上がり決死隊のトーク番組　アメトーーク！

娯楽0:15 0:45 霜降り明星のあてみなげ

教養

娯楽
1:45 2:15 ｍｕｓｉｃるＴＶ

教養

娯楽
1:20 1:45 超人女子戦士　ガリベンガーＶ

通販3:15 3:45 ついに発見！日本初！年齢シワの改善法！教えます！

その他3:45 3:46 クロージング

通販2:15 2:45 ショップジャパン

通販2:45 3:15 ダイレクトテレショップ

通販4:22 4:52 気持ちもグングン上がっていく！目指せ！アゲ肌

報道4:52 4:55 お天気

その他3:51 3:52 オープニング

通販3:52 4:22 ショップジャパン

報道

教養
7:20 7:30 東京五輪みどころ

報道

教育

教養

4:55 7:20 グッド！モーニング

7月22日(木)

7月23日(金)



教育

教養

8:00 9:55 羽鳥慎一モーニングショー

教育7:30 8:00 グッド！モーニング

報道

教育

教養

10:25 12:00 大下容子ワイド！スクランブル

通販9:55 10:25 ショップジャパン

報道

教育

教養
13:00 13:30 徹子の部屋

報道

教育

教養

12:00 13:00 大下容子ワイド！スクランブル

娯楽13:49 15:43 傑作ワイド劇場

娯楽15:43 16:40 相棒セレクション

教育13:30 13:45 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

その他13:45 13:49 いろどりナビ

報道

教養
17:50 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道

教育

教養

16:40 17:50 とびっきり！しずおか

報道

教育

教養

19:00 21:48 列島警察捜査網ＴＨＥ追跡　２０２１夏の事件簿

報道18:15 18:45 とびっきり！しずおか

教養18:45 19:00 とびっきり！しずおか

報道21:54 23:10 報道ステーション

報道

報道

教養
21:48 21:54 お天気＆レジャー

娯楽0:45 1:10 となりのスターさん

娯楽1:10 1:15 スターさんぷらす

教養
23:10 23:45 スポーツパラダイス

娯楽23:45 0:45 金曜ナイトドラマ　漂着者

娯楽
1:45 2:15 迷宮グルメ異郷の駅前食堂

通販2:15 2:45 明日の健康は今日！大腸で作られる！

娯楽1:15 1:45 ナスＤ大冒険ＴＶ

教養

その他3:45 3:46 クロージング

その他4:19 4:20 オープニング

通販2:45 3:15 ショップジャパン

通販3:15 3:45 生島ヒロシの健康マニア倶楽部～心と体のプレミア通販～

通販5:20 5:50 イイものショッピングゥ～！

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

通販4:20 4:50 ショップジャパン

通販4:50 5:20 ショップジャパン

教育

教養

娯楽

8:00 9:30 朝だ！生です旅サラダ

報道

教育

教養

娯楽

6:00 8:00 週刊ニュースリーダー

報道
9:30 11:00 東京オリンピック

7月24日(土)

7月23日(金)



報道

教養
11:00 14:30 東京オリンピック

教養
9:30 11:00 東京オリンピック

報道

教養
16:25 19:00 東京オリンピック

報道

教養
14:30 16:25 東京オリンピック

報道

教養
21:30 23:00 東京オリンピック

報道

教養
19:00 21:30 東京オリンピック

娯楽2:00 2:30 ＮＵＭＡｎｉｍａｔｉｏｎ「ＲＥ－ＭＡＩＮ」

報道2:30 2:35 ＳＡＴＶニュース

報道

教養
23:00 2:00 東京五輪プレミアム

通販3:35 4:05 ショップジャパン

教育4:05 4:20 おしえて！四千頭身

娯楽2:35 3:05 まだアプデしてないの？

通販3:05 3:35 力強く歩くために重要なのは？？だった！

教育

娯楽
5:20 5:50 ポケモンの家あつまる？

通販4:20 4:50 Ｓｈｏｐｐｉｎ’Ｏｎ

通販4:50 5:20 生島ヒロシの健康マニア倶楽部～心と体のプレミア通販～

報道

教養
8:30 11:00 東京オリンピック

報道

教育

教養

5:50 8:30 サンデーＬＩＶＥ！！

報道

教養
14:30 17:00 東京オリンピック

報道

教養
11:00 14:30 東京オリンピック

報道

教養
19:50 23:00 東京オリンピック

報道

教養
17:00 19:50 東京オリンピック

2:00 2:05 ＳＡＴＶニュース

報道

報道

教養
23:00 2:00 東京五輪プレミアム

7月24日(土)

7月25日(日)

通販3:05 3:35 木久扇さんも実感！いまつらいあなたに！ヒザ元気への近道！教えます！

その他3:35 3:36 クロージング

教養
2:05 2:35 テレメンタリー２０２１

通販2:35 3:05 健康寿命を延ばす驚きの方法とは？

報道


