
発行日：2018/10/01
時 分 4月16日 (月) 4月17日 (火) 4月18日 (水) 4月19日 (木) 4月20日 (金) 分 4月21日 (土) 分 4月22日 (日) 時

15 県民の歌  【教育】 県民の歌  【教育】 県民の歌  【教育】 県民の歌  【教育】 県民の歌  【教育】 15 県民の歌  【教育】 15 県民の歌  【教育】

20 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 20 【報道】 20 【報道】

25 とちぎの自然  【教育】 とちぎの自然  【教育】 とちぎの自然  【教育】 とちぎの自然  【教育】 とちぎの自然  【教育】 25 25

30

55
【教育】【教養】

55
【教育】【教養】

0 カラなび歌謡曲  【教養】 山崎ていじのさわやか歌謡曲  【教養】 【教養】 安藤みゆきと小桜舞子の歌の彩は  【教養】 【教養】 0 0

15

30 30

45 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】

50 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】

0 0 0

30 30 30

0 0 0

30 30
【教育】【教養】

30

45 【教育】

0 0 0 【教育】

15 【教養】

20 戦隊ヒーロー　スキヤキフォース
【教育】【教養】

25
30 ようこそあかちゃん  【教養】

35 ＡＫＢ４８　Ｔｅａｍ８　本田仁美の恋とち  【教養】

40
【教育】【教養】

55 55 【報道】 55 【報道】

0 0 ＳＯＵＮＤ１５  【教養】

15 ＳＯＵＮＤ５  【教養】

20
25 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】

30 30
45

【教育】【教養】

0 ママごはんＴＶ＋  【教養】 0 0

15 京・風・流
【教育】【教養】

25 とちぎの自然  【教育】 京都・花鳥風月
【教育】【教養】

30 30 30

0 0 0
【教育】【教養】

15
【教育】【教養】

30

55 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 55 【報道】

0 0 0

30 30 30

0 【教養】 【教養】 【教養】 【教養】 【教養】 0 0

15
30

45 県民の歌  【教育】 県民の歌  【教育】 県民の歌  【教育】 県民の歌  【教育】 県民の歌  【教育】

50 とちテレショッピング  【その他（通販）】 とちテレショッピング  【その他（通販）】 とちテレショッピング  【その他（通販）】 とちぎの自然  【教育】 とちテレショッピング  【その他（通販）】

55 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 55 【報道】

0 0 0

30 30

55 県民の歌  【教育】

0 0 0

55 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 55 【報道】 55 【報道】

0 0 0

30 30

59

0 【報道】 0 【報道】

15 15

0
10 【報道】

15 生活情報番組
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

15

30 30
40

45
55 とちぎの自然  【教育】

0 0
5

15
25

30 あすゴル！  【教養】 30

45
50

0 0
15 とちぎの自然スペシャル  【教育】

30 30
50 Ｓｍｉｌｅ！～笑顔のある風景～

【教育】【教養】
県民の歌  【教育】 県民の歌  【教育】 県民の歌  【教育】

【教育】【教養】

55 おくやみ  【報道】 おくやみ  【報道】 おくやみ  【報道】 おくやみ  【報道】 おくやみ  【報道】

0 0 0

25 25 【報道】 25 【報道】

30 30 30

55 【報道】 【報道】 【報道】

0 0 ＳＯＵＮＤ５  【教養】 0 ＳＯＵＮＤ５  【教養】

5 ＳＯＵＮＤ１０  【教養】 5 ＳＯＵＮＤ１０  【教養】

15 ＳＯＵＮＤ１５  【教養】 15 ＳＯＵＮＤ１５  【教養】

30 30 30 【報道】

40

0 0
5 とちぎの風景  【教育】

15 ＳＯＵＮＤ１０  【教養】 15

25 ＳＯＵＮＤ５  【教養】

30 30
45

0 0
15

30 30
45

0 0
15

30 ＳＯＵＮＤ１５  【教養】 ＳＯＵＮＤ１５  【教養】 ＳＯＵＮＤ１５  【教養】 ＳＯＵＮＤ１５  【教養】 ＳＯＵＮＤ１５  【教養】 30

45 とちぎの自然  【教育】 とちぎの自然  【教育】 とちぎの自然  【教育】 とちぎの自然  【教育】 とちぎの自然  【教育】

50 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 50 【報道】

55 県民の歌  【教育】 県民の歌  【教育】 県民の歌  【教育】 県民の歌  【教育】 県民の歌  【教育】 55 県民の歌  【教育】

0 【報道】

5 県民の歌  【教育】

10

時 分 4月16日 (月) 4月17日 (火) 4月18日 (水) 4月19日 (木) 4月20日 (金) 分 4月21日 (土) 分 4月22日 (日) 時

株式会社とちぎテレビ　週間番組表　期間：2018/04/16 ～ 2018/04/22

マル得情報館
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

足！腰！肩！筋肉パワーの秘密は〇〇〇にあった！
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

5 5

ジャパネットたかた　テレビショッピング  【その他（通販）】 ｓｈｏｐｐｉｎ‘ｏｎ
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

マル得情報館  【その他（通販）】 マル得情報館
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

6 6朝一特選街
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

☆ＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ☆～Ｃａｆｅ　ｂｒｅａｋ～  【教養】

みどりのマキバオー  【教育】 みどりのマキバオー  【教育】 みどりのマキバオー  【教育】 みどりのマキバオー  【教育】 みどりのマキバオー  【教育】 痛快！買い物ランド
【娯楽】【その他（通販）】

ゴスペルジェネレーション  【教養】 ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

朝一特選街  【その他（通販）】 朝一特選街
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

Ｓｈｏｐｐｉｎ’Ｏｎ  【その他（通販）】 朝一特選街
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

朝一特選街  【その他（通販）】

ｓｈｏｐｐｉｎ‘ｏｎ
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

7 7
Ｊソングアワー～あの人の歌が聞こえる～  【教養】 歌謡最前線  【教養】 うたなび！  【教養】 歌う！セールスマン  【教養】 竹島宏の歌ＭＡＸ  【教養】 【教養】 生活健康缶

【教養】【娯楽】【その他（通販）】

【教養】

8 8生活健康缶
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

生活健康缶
【娯楽】【その他（通販）】

生活健康缶
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

生活健康缶
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

【教養】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

特盛生活情報
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

特盛生活情報
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

特盛生活情報
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

【教養】

10 10

生活情報通  【その他（通販）】 生活情報通  【その他（通販）】 心が上がる若見えライフ
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

生活情報通
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

生活情報通
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

とちぎの自然スペシャル  【教育】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

9 9

生島ヒロシの健康マニア倶楽部
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

生活健康缶
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

生島ヒロシの健康マニア倶楽部
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

生活健康缶  【その他（通販）】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

日本ふるさと百景  【教育】

【教育】【教養】
鬼平犯科帳  【娯楽】 鬼平犯科帳  【娯楽】 鬼平犯科帳  【娯楽】 鬼平犯科帳  【娯楽】 鬼平犯科帳  【娯楽】

11 11

健康生活スタイル  【その他（通販）】 痛快！買い物ランド
【娯楽】【その他（通販）】

健康生活スタイル
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

健康生活スタイル  【その他（通販）】 ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

健康生活スタイル
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

日本ふるさと百景  【教育】 原日出子の京さんぽ
【教育】【教養】

手づくり花づくりプラス～目指せ花メン！園芸男子～
【教育】

【教育】 昼どき情報通
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

昼どき情報通  【その他（通販）】

12 12

とちぎ囲碁対局  【教養】

健康生活スタイル
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

健康生活スタイル
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

健康生活スタイル  【その他（通販）】 健康生活スタイル
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

健康生活スタイル
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

ヒルどき特選情報
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

ウンヒの涙  【娯楽】 【娯楽】 アテンションＬＯＶＥ  【娯楽】 女を泣かせて  【娯楽】 マーフィーの愛の法則  【娯楽】

日本ふるさと百景  【教育】

ええじゃないか。　おかげ旅行社ええ旅ツアー  【教養】

13 13
生活情報番組
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

おすすめ情報館
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

おすすめ情報館
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

おすすめ情報館  【その他（通販）】 おすすめ情報館
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

おすすめ情報館
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

15 15
マル得情報館  【その他（通販）】 ショップジャパン

【娯楽】【その他（通販）】
マル得情報館
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

マル得情報館  【その他（通販）】 ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

生活情報番組
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

14 14

生活情報番組  【その他（通販）】

生活健康缶  【その他（通販）】 生活健康缶
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

生活健康缶
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

生活健康缶
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

生活情報番組  【その他（通販）】 生活情報番組
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

健康生活スタイル  【その他（通販）】

清水節子と安藤栄子の歌日記  【教養】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

ｓｈｏｐｐｉｎ‘ｏｎ
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

健康生活スタイル
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

健康生活スタイル  【その他（通販）】 健康生活スタイル  【その他（通販）】

うたの王様
【教育】【教養】

とちぎ発！旅好き！
【教育】【教養】

生活情報番組  【その他（通販）】

日本ふるさと百景  【教育】

ＢＯＡＴ ＲＡＣＥ ライブ  【娯楽】

16 16

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

おすすめ情報館
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

５時に夢中
【報道】【教養】【娯楽】

５時に夢中
【報道】【教養】【娯楽】

５時に夢中
【報道】【教養】【娯楽】

５時に夢中
【報道】【教養】【娯楽】

５時に夢中
【報道】【教養】【娯楽】

女人平家  【娯楽】 女人平家  【娯楽】 女人平家  【娯楽】 女人平家  【娯楽】 女人平家  【娯楽】 水上に輝く魂　～第１９回マスターズチャンピオン 準優
勝戦～  【娯楽】

17 17
生活情報番組  【その他（通販）】 生活情報番組

【教養】【娯楽】【その他（通販）】

【報道】【教育】【教養】 【報道】【教育】【教養】

21

20

18 18
【報道】【教育】【教養】 【報道】【教育】【教養】 【報道】【教育】【教養】 【報道】【教育】【教養】 【報道】【教育】【教養】

浅草お茶の間寄席  【教育】
【教育】【教養】

【教育】【教養】
わいわいボックス  【教育】 岸壁の母

【教育】【教養】

日本ふるさと百景  【教育】

【教育】 【教育】

必殺仕事人ＩＩＩ  【娯楽】

19 19

雷様剣士ダイジ
【教育】【教養】

【教育】

20

新関善美のゴルフ、ココだけの話。  【教養】 チーム大地のゴルフＯＮ＆ＯＮ！  【教養】 ＬＯＶＥＧＯＬＦ  【教養】

あすゴル！  【教養】

Ｈａｐｐｙ　Ｓｗｉｎｇ  【教養】 ＳＯＵＮＤ３０  【教養】

日本ふるさと百景  【教育】

ゴルフの王様！ＩＩ  【教養】

【教養】【娯楽】
フィッシング倶楽部
【教養】【娯楽】

【娯楽】

結美のひととき（むすびのひととき）
【教育】【教養】

心の演歌  【教養】

日本ふるさと百景  【教育】

日本ふるさと百景  【教育】

21ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

ビッグスギのステップアップゴルフ
【教育】【教養】【娯楽】

【教育】 日本ふるさと百景  【教育】

【報道】【教育】【教養】 【報道】【教育】【教養】 【報道】【教育】【教養】

Ｒｉｄｅ　ＯＮ！
【教養】【娯楽】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

欧州ワイン紀行～銘醸ワインの産地を訪ねて～フラン

【教育】【教養】

22

【娯楽】 【教養】

23

水曜どうでしょう「Ｃｌａｓｓｉｃ」  【娯楽】 Ｃａｒ Ｘｓ　ｗｉｔｈ ＮＡＰＡＣ  【娯楽】探偵！ナイトスクープ  【娯楽】 関ジャニ∞のジャニ勉  【娯楽】

カミナリのチャリ旅！シーズン２
【教養】【娯楽】

22

ＡＫＢ４８チーム８のＫＡＮＴＯ白書　バッチこーい！  【娯
楽】

週刊バイクＴＶ  【教養】

23

キンシオ  【娯楽】 白黒アンジャッシュ  【娯楽】 オレ　一応モデルなんですけど
【教養】【娯楽】

ＪＯＹｎｔ！　ＪＯＹのＡＳＯＢＵ－ＴＶ  【教養】 カオスパイ
【教養】【娯楽】

ダーリン・イン・ザ・フランキス  【娯楽】

日本ふるさと百景  【教育】

ＳＯＵＮＤ１５  【教養】

25

24

生活情報館
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

とちぎの自然スペシャル  【教育】 ソードアート・オンラインＩＩ  【娯楽】 ＳＯＵＮＤ３０  【教養】 ＣＭ　ＩＮＤＥＸ  【教養】 ＴＶアニメ「ペルソナ５」  【娯楽】

生島ヒロシの健康マニア倶楽部
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

ミッドナイトスタイル  【その他（通販）】

ＳＯＵＮＤ３０  【教養】 洋楽天国＋  【教養】 グランクレスト戦記  【娯楽】 ソードアート・オンラインオルタナティブガンゲイル・オン
ライン  【娯楽】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】24

25
おすすめ特選街
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

足！腰！肩！筋肉パワーの秘密は〇〇〇にあった！
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

ミッドナイトスタイル
【教養】【娯楽】【その他（通販）】 ワクワク特選街

【教養】【娯楽】【その他（通販）】

とちぎの自然スペシャル  【教育】 足！腰！肩！筋肉パワーの秘密は〇〇〇にあった！
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

ＭＵＳＩＣ　Ｂ．Ｂ．  【教養】

銀魂’  【娯楽】 Ｃｕｔｉｅ　Ｈｏｎｅｙ　Ｕｎｉｖｅｒｓｅ  【娯楽】 【娯楽】 ＡＣＣＡ１３区監察課  【娯楽】 Ｆａｔｅ／ｋａｌｅｉｄｌｉｎｅｒプリズマ☆イリヤ　ツヴァイ！  【娯楽】

ミッドナイトスタイル  【その他（通販）】 ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

ミッドナイトスタイル  【その他（通販）】 ｓｈｏｐｐｉｎ‘ｏｎ
【教養】【娯楽】【その他（通販）】 おすすめ特選街  【その他（通販）】

26

ワクワク特選街
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

27 27

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

ワクワク特選街  【その他（通販）】 ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】

ショップジャパン
【娯楽】【その他（通販）】 とちぎの自然スペシャル  【教育】

26

おすすめ特選街
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

おすすめ特選街
【教養】【娯楽】【その他（通販）】

ジャパネットたかた　テレビショッピング  【その他（通販）】


