
9月16日(月)

その他3:30 3:34 クロージング

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 マグロックＩＮＦＯ

報道

娯楽
0:55 1:55 モヤモヤさまぁ～ず２

娯楽1:55 2:25

娯楽0:25 0:55 映画公開記念特番第２弾「天気の子　前線」

教養

娯楽23:20 0:20 かみひとえ

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

報道

教養
21:48 21:54 お天気＆レジャー

報道18:15 19:00 とびっきり！しずおか

娯楽19:00 21:48

報道

教養
17:53 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

教育

教養

16:45 17:53 とびっきり！しずおか

娯楽15:45 16:45 執事　西園寺の名推理２

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

教育

教養

12:50 13:40 大下容子ワイド！スクランブル　第２部

娯楽12:30 12:50 帯ドラマ劇場　やすらぎの刻～道

報道

教育

教養
12:00 12:30 徹子の部屋

報道

教育

教養

10:30 12:00 大下容子ワイド！スクランブル　第１部

通販9:55 10:25 ショップジャパン

その他10:25 10:30 さわやか五郎のショールーム

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 ＢＡＲＣＯＳ　ＴＶショッピング

通販4:55 5:25 ショップジャパン

その他3:53 3:55 オープニング

通販3:55 4:25 健美の郷　テレビショッピング

静岡朝日テレビ　２０１９年９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



9月17日(火)

通販3:00 3:30 健美の郷　テレビショッピング

その他3:30 3:34 クロージング

その他2:25 2:30 マグロックＩＮＦＯ

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

教育

教養
0:20 0:25 学びの泉

その他23:15 23:20 アナのすゝめ

娯楽23:20 0:20 ロンドンハーツ

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

教養
19:00 21:48 林修の今でしょ！講座　３時間ＳＰ

報道

報道18:15 19:00 とびっきり！しずおか

教育

報道

教養
17:53 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

教育

教養

16:45 17:53 とびっきり！しずおか

娯楽15:45 16:45 執事　西園寺の名推理２

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

教育

教養

12:50 13:40 大下容子ワイド！スクランブル　第２部

娯楽12:30 12:50 帯ドラマ劇場　やすらぎの刻～道

報道

教育

教養
12:00 12:30 徹子の部屋

報道

教育

教養

10:30 12:00 大下容子ワイド！スクランブル　第１部

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！

その他10:25 10:30 さわやか五郎のショールーム

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

通販4:55 5:25 ショップジャパン

報道

通販3:55 4:25 あなたの知らないタマゴの話

通販4:25 4:55 プライムダイレクトテレビショッピング

その他3:53 3:55 オープニング



9月18日(水)

その他3:45 3:49 クロージング

通販2:45 3:15 ショップジャパン

通販3:15 3:45 イイものショッピングゥ～！

娯楽
2:10 2:40 タモリ倶楽部

その他2:40 2:45 マグロックＩＮＦＯ

娯楽
1:10 2:10 探偵！ナイトスクープ

教養

娯楽0:40 1:10 水曜どうでしょうＣｌａｓｓｉｃ

教育

娯楽23:35 0:35 マツコ＆有吉かりそめ天国

娯楽0:35 0:40 「霜降り明星のあてみなげ」メイキング！

教養

娯楽
23:30 23:35 ヒロシとベアーズ島田キャンプの凄Ｃａｍｐ

娯楽21:00 22:09 刑事７人

報道22:09 23:30 報道ステーション

報道

教養
20:54 21:00 お天気＆レジャー

報道18:15 19:00 とびっきり！しずおか

娯楽19:00 20:54 あいつ今何してる？＆そこの〇〇止まりなさい合体ＳＰ

報道

教養
17:53 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

教育

教養

16:45 17:53 とびっきり！しずおか

娯楽15:45 16:45 執事　西園寺の名推理２

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

教育

教養

12:50 13:40 大下容子ワイド！スクランブル　第２部

娯楽12:30 12:50 帯ドラマ劇場　やすらぎの刻～道

報道

教育

教養
12:00 12:30 徹子の部屋

報道

教育

教養

10:30 12:00 大下容子ワイド！スクランブル　第１部

通販9:55 10:25 ダイレクトテレショップ

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

教育

教養

4:55 8:00 グッド！モーニング

通販4:25 4:55 ヤーマンＴＶショッピング

報道

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



9月19日(木)

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 マグロックＩＮＦＯ

娯楽2:35 3:05 ＢＲＥＡＫ　ＯＵＴ

娯楽1:00 2:00 チマタの噺

娯楽2:00 2:30 恋とか愛とか（仮）

娯楽0:25 0:55 冒険発掘バラエティ　霜降り明星のあてみなげ

その他0:55 1:00 情報

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

報道

教養
21:48 21:54 お天気＆レジャー

報道18:15 19:00 とびっきり！しずおか

娯楽19:00 21:48

報道

教養
17:53 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

教育

教養

16:45 17:53 とびっきり！しずおか

娯楽15:45 16:45 執事　西園寺の名推理２

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

教育

教養

12:50 13:40 大下容子ワイド！スクランブル　第２部

娯楽12:30 12:50 帯ドラマ劇場　やすらぎの刻～道

報道

教育

教養
12:00 12:30 徹子の部屋

報道

教育

教養

10:30 12:00 大下容子ワイド！スクランブル　第１部

通販9:55 10:25 痛快！買い物ランド～ショップ島～

その他10:25 10:30 さわやか五郎のショールーム

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

通販4:55 5:25 健康長寿の元気の秘密を徹底解明！！

報道

通販3:55 4:25 動かす力と支える力でもっと楽しい人生を！

通販4:25 4:55 ショップジャパン

その他3:53 3:55 オープニング



9月20日(金)

その他3:25 3:29 クロージング

娯楽
2:25 2:55 ｍｕｓｉｃるＴＶ

通販2:55 3:25 生島ヒロシの健康マニア倶楽部～心と体のプレミア通販～

娯楽1:55 2:25 ゴッドタン

教養

娯楽1:20 1:50 松本家の休日

その他1:50 1:55 マグロックＩＮＦＯ

その他0:45 0:50 アナのすゝめ

娯楽0:50 1:20

教養
23:10 23:45 スポーツパラダイス

娯楽23:45 0:45 文化人×過酷ロケ　山里亮太のクイズ！？まさかのバーサーカー

報道21:54 23:10 報道ステーション

報道

娯楽19:00 21:48 アメトーーーーーーク

教養21:48 21:54 お天気＆レジャー

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

教養
17:53 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

教育

教養

16:45 17:53 とびっきり！しずおか

娯楽15:45 16:45 執事　西園寺の名推理２

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

教育

教養

12:50 13:40 大下容子ワイド！スクランブル　第２部

娯楽12:30 12:50 帯ドラマ劇場　やすらぎの刻～道

報道

教育

教養
12:00 12:30 徹子の部屋

報道

教育

教養

10:30 12:00 大下容子ワイド！スクランブル　第１部

通販9:55 10:25 健康寿命を延ばす驚きの方法とは？

その他10:25 10:30 さわやか五郎のショールーム

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 知られざる“黒のチカラ”元気活力の秘訣を大公開！！

通販4:55 5:25 ショップジャパン

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



9月21日(土)

その他4:30 4:34 クロージング

教養

娯楽

2:30 4:30 世界新体操アゼルバイジャン・バクー２０１９

娯楽2:00 2:30 さまぁ～ず×さまぁ～ず

報道

その他1:30 1:55 さわやか五郎のショールーム

その他1:55 2:00 マグロックＩＮＦＯ

娯楽0:10 0:35 ラストアイドル

娯楽0:35 1:30 相席食堂

娯楽23:15 0:05 松之丞カレンの反省だ！

報道0:05 0:10 お天気コーナー

娯楽
22:15 23:10 激レアさんを連れてきた。

その他23:10 23:15 アナのすゝめ

その他22:10 22:15 アナのすゝめ

教養

娯楽
18:56 20:54 激レアさんを連れてきた。

報道20:54 22:10 サタデーステーション

娯楽
18:30 18:56 ごはんジャパン

教養

教育18:00 18:30 人生の楽園

教養

報道16:30 17:55 スーパーＪチャンネル

報道17:55 18:00 静岡県のお天気

教養

娯楽
15:30 16:30 ポツンと一軒家　傑作選

娯楽13:00 15:00 土曜スペシャル　リーガルＶ　元弁護士・小鳥遊翔子

娯楽15:00 15:30 ウドちゃんの旅してゴメン

教育

教養

11:57 13:00 とびっきり！しずおか　土曜版

報道11:45 11:57 ＡＮＮニュース

報道

報道

教育

教養

11:20 11:45 とびっきり！しずおか　土曜版

報道

教育

教養

9:30 11:20 とびっきり！しずおか　土曜版

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

通販5:20 5:50 痛快！買い物ランド～ショップ島～

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

その他4:18 4:20 オープニング



その他3:25 3:29 クロージング

9月22日(日)

娯楽2:25 2:55

通販2:55 3:25 健康寿命を延ばす驚きの方法とは？

報道

教養

娯楽

0:55 2:25 世界新体操アゼルバイジャン・バクー２０１９

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　ドラマスペシャル　黒薔薇２　刑事課強行犯係　神木恭子

報道23:05 23:10 お天気コーナー

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

教養16:25 16:30 静岡のチカラ

教養

娯楽

14:20 15:20 世界！ニッポン行きたい人応援団

娯楽13:55 14:20 ＴＶチャンピオン極～ＫＩＷＡＭＩ～

教育

教育

教養
13:25 13:55 パネルクイズ　アタック２５

教養11:55 12:55 ビートたけしのＴＶタックル

娯楽12:55 13:25 新婚さんいらっしゃい！

娯楽10:55 11:45 相席食堂～千鳥の故郷が丸裸ＳＰ～

報道11:45 11:55 ＡＮＮニュース

娯楽9:30 10:00 騎士竜戦隊　リュウソウジャー

娯楽10:00 10:55 多面ＬＩＦＥ応援バラエティー　霜降り明星＆ミキ　あしゅら！

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 仮面ライダーゼロワン

教育

教養

6:20 8:30 サンデーＬＩＶＥ！！

教育5:50 6:20 題名のない音楽会

報道

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～

娯楽5:20 5:50 ポケモンの家あつまる？

教養4:35 4:50 千原せいじのＫｉｄｓ’　Ｗｏｒｌｄ


