
報道 教育 教養 娯楽 通販 その他

4 4
20　テレショップ 通販　30

35　テレショップ
50　テレショップ 通販　30   55　テレショップ 通販　30

通販　30
20　ラブリーTUF 他　5   05　ラブリーTUF　他　5

5 25　あさチャン 　 　 25　ＴＵＦお天気情報　　報　5 10　テレショップ　通販　30 5
報道　60 教育　35 教養　35 娯楽　25 　　 　 　 　 30　テレショップ

通販　30 45　テレショップ

通販　30
6 6

7           7

00　白熱ライブ　ビビット 00　サンデーモーニング
8 報道　65 教育　0 教養　20 娯楽　30 　 　 　 8

報道　15 教育　15 報道　80 教育　14
教養　25 娯楽　30 教養　20 娯楽　0

　
9 9

　 　
55　げっきんチェック               

報道　3 教育　5 教養　8 娯楽　14 報道　0 教育　20 00　サンデージャポン
10 　 教養　52 娯楽　60 10

25　ひるおび！（午前） 通販　3 報道　34 教育　0
報道　8 教育　14 教養　21 娯楽　12 教養　25 娯楽　23

　

11 20　3分クッキング 教育　10 　 11
30　ひるおび！（JNNニュース）　              報道　25 　 　
55　ひるおび！ 45　アッコにおまかせ！

報道　18 教育　30 教養　45 娯楽　27 報道　10 教育　0
12 教養　29 娯楽　30 12

報道　0 教育　10 　
教養　22 娯楽　23 54　ラブリーＴＵＦ　他　6

　 00　噂の！東京マガジン
13 　 13

報道　0 教育　10 　
55　アメージパング 55　チマタの噺 55　昼めし旅 55　サンドのぼんやりーぬTV 55　ゴロウ・デラックス 教養　22 娯楽　23

00　単発枠 00　どうぶつピース

24　テレショップ 通販　29 報道　0 教育　18 14
報道　0 教育　30 教養　18 娯楽　18
教養　58 娯楽　86 54　ラブリーＴＵＦ　他　6

報道　0 教育　12 教養　15 娯楽　30
15 　 15

　 報道　0 教育　20
50　Nスタ 教養　38 娯楽　56

16 報道　73 教育　20 教養　10 娯楽　17 16
　

17 17
50　Ｎスタ（ネット）

報道　25 教育　0 教養　0 娯楽　0 報道　50 教育　20

　 教養　10 娯楽　0 00　世界遺産
15　Ｎスタふくしま Ｎスタ　ふくしま

18 報道　45 教育　0 教養　0 娯楽　0 報道40 教育0 18
教養0 娯楽0

　

00　この差って何ですか？ 00　爆報！THEフライデー 00　炎の体育会ＴＶ 00　東大王
19 19

　　 　 　 　 　
56　世界の日本人妻は見た！ 56　ジョブチューン

　　
20 報道　0 教育　30 20

　 　 教養　40 娯楽　48 　　　　　 　 　 　
57　マツコの知らない世界 　 57　金曜日のスマイルたちへ 54　フラッシュニュース 報　6 　

　 00 世界・ふしぎ発見！ 00 日曜劇場
21 　 　 21

　 　 54　フラッシュニュース 報3 　 　 　 　 　
57　水曜日のダウンタウン 　 　

00 火曜 ドラマ 00　金曜ドラマ 00　情報７days
22 報道　0 教育　0        ニュースキャスター 22

　 　 教養　0 娯楽　57 　 　 　 報道　40 教育　10 　 　
54　ＴＵＦお天気情報 教養　20 娯楽　14

00　 NEWS23 00　Ａ－Studio 　 00　情熱大陸
報道　40 教育　8 教養　8 娯楽　0

23 30　NEWS23 30　人生最高レストラン 23
報道　30 教育　10

56　テッペン！ 56　テッペン！ 56　ありえへん∞世界 56　テッペン！ 教養　5 娯楽　0 　 　 　

Ｍｏｍｍ！！ 　 00　世界さまぁ～リゾート 00　Ｓ☆１　

24 　 　 報道　35 教育　0 24
30　Ｓ☆１ 　 教養　15 娯楽　0

　
50　ＮＥＷＳな２人 　 　 50　水ドラ「３人のパパ」

58　COUNT DOWN TV
20　JNNドキュメンタリー

25 25
　　

48 MVP 娯　7  50 　MVP 娯　7 

57  ジャパネットたかた  
通販　30 通販　30 14　 MVP 娯　7 13　 MVP 娯　7 15 　MVP 娯　7 08　ＭＵＳＩＣ　ＢＢ 通販　30

26 25　テレショップ 21　テレショップ 20　テレショップ 22　テレショップ 27 26
通販　30 通販　30 　 通販　30 　 通販　30 　 通販　30 38 　MVP 娯　7 

55 　 55 　 51  テレショップ  50  テレショップ  52  テレショップ  45  テレショップ  

通販　30 通販　30 通販　30 通販　30
21 20 22 15

27 　 　 27
　

単位：分

放送番組種別（２０１７年４月基本）　
編成部　２０１７年１０月３日

報　0　育　0　養　15　娯　15

54　フラッシュニュース　報3 54　フラッシュニュース　報3

報　0　育　13　養　23　娯　27

報　0　育　0　養　0　娯　30

報　20　育　0　養　0　娯　0
54　Ｎスタふくしまダイジェスト

40　ＴＵＦお天気情報　報　5

報　14　育　0　養　14　娯　0

報　0　育　0　養　10　娯　20

　　　ザ・フォーカス

57櫻井有吉のＴＨＥ夜会

報　0　育　10　養　14　娯　30

報　0　育　0　養　15　娯　15

54　本能Z

20　有吉ジャポン

報　0　育　10　養　10　娯　10

54 TUFお天気情報　報　6

報　0　育　0　養　25　娯　32 報　0　育　10　養　14　娯　30

58　痛快！明石家電視台
51　ＴＵＦお天気情報　報３

報　0　育　10　養　10　娯　10

報　0　育　15　養　26　娯　14

　郡山市週間トピックス　報　5 55　ラブリーTUF　他　5

15　TUFお天気情報　報　5

報　0　育　20　養　20　娯　14 報　0　育　15　養　15　娯　24

報　0　育　24　養　15　娯　15

報　0　育　15　養　18　娯　30

報　0　育　25　養　15　娯　16

報　0　育　30　養　30　娯　58

報　0　育　10　養　10　娯　10

00 林先生が驚く初耳学！

24　TUFお天気情報 　報　6

54　TUFお天気情報 　報　6

報　0　育　0　養　15　娯　15
00　所さんのお届けモノです

報　0　育　15　養　15　娯　0

　

56　ピラミッド・ダービー

　　

00 土曜日も！げっきん☑

30　Ｎスタ

土 日

報　0　育　15　養　16　娯　25 報　0　育　0　養　0　娯　56

報　0　育　0　養　18　娯　40

報　0　育　0　養　10　娯　20

報　0　育　10　養　16　娯　30

30　旅ずきんちゃん

25　ドラマ「銀と金」

報　0　育　0　養　12　娯　18

木 金

報　20　育　0　養　0　娯　0 報　0　育　5　養　10　娯　15

55　ｼﾞｬパネットたかた

55　Ｎスタふくしまダイジェスト
報　20　育　0　養　0　娯　055　テレショップ

月 火 水

55　じょうほうチェック　他　3

28　Nスタふくしまダイジェスト

報　0　育　0　養　15　娯　45

報道　6

報　0　育　0　養　0　娯　30 報　0　育　0　養　0　娯　30

55　ＴＵＦお天気情報　報３

　　　モニタリング

56　ぴったんこカン・カン

　

クレイジージャーニー

　

56　水トク！

50　お天気カレンダー　報　5

報　0　育　10　養　20　娯　28

　
56　人間観察バラエティ

報　0　育　10　養　17　娯　31
00　月曜名作劇場 報　0　育　25　養　15　娯　18 　

10　和風総本家

53　好きか嫌いか言う時間

00　バナナマンのせっかくグルメ

00　〇〇の妻たち 00　生き物にサンキュー！！ 00　プレバト！！
報　0　育　16　養　20　娯　20

　　　　　

　

00　単発枠

24　試験に出ない英単語　養　6

45  JNNニュース   報　15
00  3分クッキング　育　10

53　時代劇シリーズ　水戸黄門

日

15　ウルトラマンゼロ
30　アニメサタデー630

15　JNNニュース　報　15
00　厳選いい宿　養5　娯10

25　市からのお知らせ　報　5

報　0　育　15　養　0　娯　15

30　JNNニュース　報　10
40  ラブリーＴＵＦ　他　5

30　サワコの朝
報　0　育　0　養　13　娯　17 報　0　育　8　養　14　娯　8

月 火 水 木 金 土

報　0　育　10　養　15　娯　5

30  王様のブランチ（１部）
54　DO!ｴｲﾄ・ﾕｱ・ｾﾙﾌ　養　6

00　サタデープラス

報　20　育　5　養　5　娯　0

報　0　育　3　養　6　娯　20
54　TUFお天気情報　報　6

報　0　育　10　養　34　娯　10

54　ラブリーＴＵＦ　他　6

報　0　育　5　養　10　娯　15

報　0　育　15　養　0　娯　15

20　げっきん☑ＭＯＶＩＥ　娯　5

45　JNNニュース　　報　15

報　0　育　19　養　20　娯　20

00　ゲンキの時間

報　14　育　8　養　8　娯　0

00　トミカハイパーレスキュー

30　がっちりマンデー！！

報　0　育　7　養　20　娯　32

58　内村さまぁ～ず 58　マスカットナイト

14

報　0　育　10　養　4　娯　15 報　0　育　0　養　10　娯　19

芸能人のつながり検索

報　0　育5　養　14　娯　40

報　0　育0　　養10　娯　20

報　0　育　0　養　25　娯　45

25　テレショップ

報　0　育0　養　15　娯　40

報　20　育　0　養　0　娯　0

55　ＴＵＦお天気情報　報３

報　0　育　0　養　10　娯　45

53　Ｎスタふくしまダイジェスト

報　0　育　10　養　0　娯　20

05　世界!ニッポン行きたい人応援団

54　ラブリーＴＵＦ　他　6

30　報道特集

報　0　育　15　養　20　娯　26

報　0　育　0　養　0　娯　56

報　0　育　19　養　24　娯　70

報　0　育　0　養　10　娯　19 報　0　育　0　養　5　娯　24



2017年4月～2017年9月　　放送番組種別（各月第３週合計）
報道 教育 教養 娯楽 通販 その他 計

分数 14,679 8,578 11,897 15,970 5,748 563 57,435
単位：分

2017年4月～2017年9月　　CM放送時間（各月第３週）
合計 ７６２９分１５秒


