
通販4:25 4:55 元気の秘訣はコレだ！健康長寿が教えるイキイキ習慣

報道

その他3:52 3:55 オープニング

通販3:55 4:25 イイものショッピングゥ～！

静岡朝日テレビ　２０２０年１０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

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

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

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 13:50 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

12:00 13:00 大下容子ワイド！スクランブル

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

報道

教育

教養

16:37 17:50 とびっきり！しずおか

娯楽13:50 15:42 傑作ワイド劇場

娯楽15:42 16:37 相棒セレクション

報道21:54 23:10 報道ステーション

その他23:10 23:15 かにぱんお姉さんの！秘密のキッチン

報道

教養
21:48 21:54 お天気＆レジャー

教育

教養
19:00 21:48 Ｑさま！！　３時間ＳＰ

報道

教養
0:50 1:24 テレメンタリー

報道0:15 0:20 お天気コーナー

娯楽0:20 0:50

教養

娯楽
23:15 0:15 激レアさんを連れてきた。

通販2:34 3:04 ショップジャパン

通販3:04 3:34 ほんまもんの「京料理」を今に伝える巨匠が監修　豪華おせち

その他1:59 2:04 ＬＯＯＫ！５

通販2:04 2:34 ショップジャパン

その他1:24 1:29 ＬＯＯＫ！５

娯楽1:29 1:59 Ｄ４ＤＪ　Ｆｉｒｓｔ　Ｍｉｘ　ＴＶ

その他3:34 3:38 クロージング

10月19日(月)



報道

教育

教養

4:55 8:00 グッド！モーニング

通販3:55 4:25 Ｓｈｏｐｐｉｎ’Ｏｎ

通販4:25 4:55 トウ・キユーピー　ＴＶショッピング

その他3:52 3:55 オープニング

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

通販9:55 10:25 假屋崎省吾のフィットライフショッピング

報道

報道

教育

教養

8:00 9:55 羽鳥慎一モーニングショー

娯楽13:50 15:42 傑作ワイド劇場

娯楽15:42 16:37 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 13:50 いろどりナビ

教育

教養
13:00 13:30 徹子の部屋

娯楽19:00 20:54 世界フシギ動画祭り

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

報道

教育

教養

16:37 17:50 とびっきり！しずおか

その他23:10 23:15 ハッシュタグＴＶ

娯楽23:15 0:15 ロンドンハーツ

娯楽
21:00 21:54

報道21:54 23:10 報道ステーション

教養
20:54 21:00 お天気＆レジャー

教養

娯楽1:29 1:59 ＢａｎＧ　Ｄｒｅａｍ！

娯楽1:59 2:29 ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

娯楽0:50 1:24 ＢＲＥＡＫ　ＯＵＴ

その他1:24 1:29 ＬＯＯＫ！５

娯楽0:15 0:45 霜降り明星のあてみなげ

報道0:45 0:50 お天気コーナー

その他3:29 3:33 クロージング

通販2:29 2:59 ショップジャパン

通販2:59 3:29 ヤーマンＴＶショッピング

10月20日(火)



通販3:55 4:25 ショップジャパン

通販4:25 4:55 進化した野菜ジュース！美味しさと栄養に迫る３０分！

その他3:52 3:55 オープニング

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 元気の秘訣はコレだ！健康長寿が教えるイキイキ習慣

報道

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

4:55 8:00 グッド！モーニング

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 13:50 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

12:00 13:00 大下容子ワイド！スクランブル

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

報道

教育

教養

16:37 17:50 とびっきり！しずおか

娯楽13:50 15:08 傑作ワイド劇場

娯楽15:08 16:37 今夜９時放送！注目の第２話！「相棒」最新シリーズｓｅａｓｏｎ１９第１話をもう一度

娯楽21:00 22:09 相棒　ｓｅａｓｏｎ１９

報道22:09 23:25 報道ステーション

報道

教養
20:54 21:00 お天気＆レジャー

教育

教養

娯楽

19:00 20:54 くりぃむクイズ　ミラクル９

教養

娯楽
0:35 1:05 タモリ倶楽部

娯楽
23:30 0:30 家事ヤロウ！！！

報道0:30 0:35 お天気コーナー

その他23:25 23:30 ＬＯＯＫ！５

教養

通販2:19 2:49 ショップジャパン

通販2:49 3:19 ６０秒で大変身！？ビューティースタジアム

娯楽1:44 2:14 アサルトリリィＢＯＵＱＵＥＴ

その他2:14 2:19 ＬＯＯＫ！５

娯楽1:05 1:39 水曜どうでしょうＣｌａｓｓｉｃ

その他1:39 1:44 ＬＯＯＫ！５

その他3:19 3:23 クロージング

10月21日(水)



報道

教育

教養

4:55 8:00 グッド！モーニング

通販3:55 4:25 匠本舗　テレビショッピング

通販4:25 4:55 ショップジャパン

その他3:52 3:55 オープニング

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

通販9:55 10:25 ショップジャパン

報道

報道

教育

教養

8:00 9:55 羽鳥慎一モーニングショー

娯楽13:50 15:42 傑作ワイド劇場

娯楽15:42 16:37 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 13:50 いろどりナビ

教育

教養
13:00 13:30 徹子の部屋

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

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

報道

教育

教養

16:37 17:50 とびっきり！しずおか

報道22:14 23:30 報道ステーション

その他23:30 23:35 ＬＯＯＫ！５

教養
20:54 21:00 お天気＆レジャー

娯楽21:00 22:14 木曜ドラマ　七人の秘書

娯楽20:00 20:54 木曜ミステリー　科捜研の女

報道

教養

娯楽
1:40 2:14 ｍｕｓｉｃるＴＶ

その他1:05 1:10 ＬＯＯＫ！５

娯楽1:10 1:40 ロンプク☆淳

娯楽23:35 0:35 雨上がり決死隊のトーク番組　アメトーーク！

娯楽0:35 1:05 夜の巷を徘徊しない

その他3:49 3:52 クロージング

通販2:49 3:19 Ｓｈｏｐｐｉｎ’Ｏｎ

通販3:19 3:49 イイものショッピングゥ～！

その他2:14 2:19 ＬＯＯＫ！５

通販2:19 2:49 ショップジャパン

10月22日(木)



その他3:52 3:55 オープニング

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

4:55 8:00 グッド！モーニング

通販3:55 4:25 ショップジャパン

通販4:25 4:55 ｅ－ｃｈａｎｃｅ！テレビショッピング

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

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 明日の健康は今日！大腸で作られる！

報道

報道

教育

教養

16:37 17:50 とびっきり！しずおか

娯楽13:50 15:42 傑作ワイド劇場

娯楽15:42 16:37 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 13:50 いろどりナビ

教養

娯楽
19:00 20:00 ザワつく！金曜日

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
17:50 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道

教養
23:10 23:45 スポーツパラダイス

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20:00 21:48 アメトーーク　２時間ＳＰ

報道

その他1:54 1:59 ＬＯＯＫ！５

通販1:59 2:29 力強く歩くために重要なのは？？だった！

娯楽0:50 1:20 マリーミー！

娯楽1:20 1:54 おぎやはぎのハピキャン　～キャンプはじめてみました～

娯楽23:45 0:45 テレビ朝日開局６０周年記念「２４Ｊａｐａｎ」

その他0:45 0:50 ＬＯＯＫ！５

その他3:29 3:33 クロージング

通販2:29 2:59 ショップジャパン

通販2:59 3:29 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！

10月23日(金)



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4:17 4:20 オープニング

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

報道11:45 11:57 ＡＮＮニュース

報道

報道

教育

教養

11:15 11:45 とびっきり！しずおか　土曜版

報道

教育

教養

9:30 11:15 とびっきり！しずおか　土曜版

娯楽
15:30 16:30 ポツンと一軒家　傑作選

娯楽16:30 17:00 クレヨンしんちゃん

娯楽13:30 15:30 土曜スペシャル

教養

教育

教養

11:57 13:30 とびっきり！しずおか　土曜版

教育18:00 18:30 人生の楽園

教養

報道17:30 17:55 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道17:55 18:00 静岡県のお天気

教育

娯楽
17:00 17:30 ドラえもん

教養
20:00 20:54

報道20:54 21:55 サタデーステーション

娯楽
18:56 20:00 サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん

報道

娯楽
18:30 18:56 ごはんジャパン

教養

報道0:00 0:05 お天気コーナー

娯楽0:05 1:00 となりのスターさん

その他22:55 23:00 ＬＯＯＫ！５

娯楽23:00 0:00 結婚ってなんだっけ？～幸せなりたガールに効く答え～

娯楽21:55 22:25 あざとくて何が悪いの？

娯楽22:25 22:55 ノブナカなんなん？

通販3:00 3:30 ショップジャパン

その他3:30 3:34 クロージング

娯楽2:00 2:30 いわかける！－Ｓｐｏｒｔ　Ｃｌｉｍｂｉｎｇ　Ｇｉｒｌｓ－

通販2:30 3:00 Ｓｈｏｐｐｉｎ’Ｏｎ

娯楽1:00 1:30 松本家の休日

娯楽1:30 2:00 体操ザムライ

10月24日(土)



教育

娯楽
5:20 5:50 ポケモンの家あつまる？

通販4:20 4:50 トウ・キユーピー　ＴＶショッピング

通販4:50 5:20 明日の健康は今日！大腸で作られる！

その他4:02 4:05 オープニング

教育4:05 4:20 おしえて！四千頭身

娯楽8:30 9:00

娯楽9:00 9:30 仮面ライダーセイバー

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

娯楽12:55 13:25 新婚さんいらっしゃい！

教育

報道11:50 12:00 ＡＮＮニュース

教養12:00 12:55 ビートたけしのＴＶタックル

娯楽9:30 10:00 魔進戦隊キラメイジャー

娯楽10:00 11:50 スペシャルサンデー

教養

娯楽

14:50 16:15 ミラクル９　傑作選

娯楽14:20 14:50 テレビ千鳥　傑作選

教育

教養
13:25 13:55 パネルクイズ　アタック２５

娯楽13:55 14:20 爆笑問題＆霜降り明星のシンパイ賞！！　傑作選

教養
18:00 18:30 相葉マナブ

教養

報道17:30 18:00 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

教育

教養16:15 17:25 路線バスで寄り道＆お買い物の旅

その他17:25 17:30 ＬＯＯＫ！５

報道21:00 21:55 サンデーステーション

娯楽21:55 22:25 爆笑問題＆霜降り明星のシンパイ賞！！

娯楽
19:58 20:56 ポツンと一軒家

その他20:56 21:00 ＬＯＯＫ！５

娯楽
18:30 19:58 ナニコレ珍百景

教養

その他0:55 1:00 ＬＯＯＫ！５

娯楽23:00 23:55 関ジャム　完全燃ＳＨＯＷ

娯楽23:55 0:25 霜降り明星のあてみなげ

娯楽22:25 22:55 テレビ千鳥

報道22:55 23:00 お天気コーナー

10月25日(日)

通販2:10 2:40 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2:40 2:44 クロージング

教養
1:10 1:40 テレメンタリー

通販1:40 2:10 八幡清志の！元気食材を見つけてきました！

その他1:00 1:10 いろどりナビ

報道

娯楽0:25 0:55 ワールドプロレスリング


