
    
50 50

3   　卓球　男子団体　準決勝   3
    
30 30
45 【通信販売】 【通信販売】 45
  【通信販売】 【通信販売】   
15 【娯楽】 【教養】 15
30 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 30
45 【娯楽】 【教養】 45

【報道】 【娯楽】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【通信販売】

【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】
30 【報道】 【報道】 【報道】 30
40 【娯楽】 【教育】 【教養】 40
  【報道】 【報道】   

5 【娯楽】 【教育】 5
14 【報道】 【報道】 14
15 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 15

　卓球　男子団体　準決勝
【教養】 【教育】 ／女子２００ｍ　準決勝　他 【教養】 【教育】

【娯楽】 【報道】 【娯楽】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】

【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】

【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】

【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】
30 【娯楽】 【教養】 30

【その他】 【娯楽】 【教育】 【教養】
  【娯楽】 【報道】   

【教養】 【娯楽】 【報道】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】
30 【通信販売】 30

【教養】 【教養】 【娯楽】 【報道】 【その他】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教育】

【報道】
3 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【娯楽】 【報道】 【通信販売】 3

13 【教養】 13
25 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【娯楽】 25

【その他】 【その他】 【その他】 【その他】

【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】
50 【娯楽】 【教養】 50
55 【娯楽】 【教養】 55
  【通信販売】 【通信販売】   
20 【娯楽】 【教養】 20

【通信販売】 【娯楽】
30 【通信販売】 【通信販売】 30
45 【通信販売】 【通信販売】 45

【教養】 【娯楽】 【その他】 【教養】 【娯楽】 【その他】 【娯楽】 【教養】

【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【娯楽】 【教養】 【通信販売】

【娯楽】 【教養】

【その他】
57 57
  【娯楽】 【教養】   
30 【娯楽】 【教養】 30
54 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【教養】 54

【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】

【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【教育】

【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】
54 【通信販売】 54
55 55
  【通信販売】   

【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【その他】 【娯楽】 【教育】

【教養】 【その他】
20 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 20
25 【報道】 【報道】 【報道】 25

【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【教養】 【教育】
55 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教育】 55
  【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】   
25 【娯楽】 【娯楽】 【教養】 25
30 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 30

【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】
  【娯楽】 【教育】   

３０秒後に絶対見られるＴＶスペシャル
【娯楽】 【教育】

53 【娯楽】 【教養】 53
54 【娯楽】 【教養】 54
56 【教育】 56
58 【教養】 【娯楽】 【教養】 58

【娯楽】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】

【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【報道】 【教養】
  【娯楽】 【娯楽】 【教養】   

【娯楽】 【教養】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】
54 【娯楽】 【教養】 【教育】 54

【報道】 【教養】 【教養】 【教養】 【教養】

【教育】
30 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 30

【教養】 【教育】 【教養】 【教育】 【教養】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】

【教養】 【教育】 【その他】 【教養】 【教養】 【教育】 【報道】
  【報道】   
30 【報道】 30
55 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 55
58 【娯楽】 【教養】 58
  【娯楽】   
20 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 20
22 【娯楽】 22

【報道】
35 【娯楽】 35

【報道】
55 55
  【娯楽】   

2 【娯楽】 【教養】 2
5 【娯楽】 【娯楽】 【娯楽】 【娯楽】 5

【その他】
15 【娯楽】 【教養】 15
25 【娯楽】 25
33 【娯楽】 33
35 【娯楽】 【娯楽】 【娯楽】 35

【娯楽】 【教養】 【報道】

【その他】
50 【娯楽】 50
55 55
  【娯楽】 【教養】 　加納陸ＶＳ高山勝成   

3 【娯楽】 3
5 【その他】 5
8 【娯楽】 【娯楽】 8

【報道】 【娯楽】
15 【娯楽】 15
20 【通信販売】 20
35 【娯楽】 35
38 【娯楽】 【教養】 38
40 【娯楽】 【娯楽】 40
45 【通信販売】 45
50 50
  【娯楽】 【教養】   

8 【通信販売】 【娯楽】 【報道】 8

【娯楽】 【娯楽】 【報道】
15 【通信販売】 15
38 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 38
45 45

5

とことん紀行

2016年8月　放送番組の種別
ｻｰﾋﾞｽ：SV1

 8月15日(月)  8月16日(火)  8月17日(水)  8月18日(木)  8月19日(金)  8月20日(土)  8月21日(日)

2 2
リオデジャネイロオリンピック２０１６

4 4ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ
ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ

ＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ　ＣＡＦＥＢＲＥＡＫ

5

ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ

6

  Ｎｅｗｓモーニングサテライト２部 Ｎｅｗｓモーニングサテライト Ｎｅｗｓモーニングサテライト２部 Ｎｅｗｓモーニングサテライト２部

モーニングチャージ！ モーニングチャージ！ モーニングチャージ！

ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ
ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ

Ｎｅｗｓモーニングサテライト１部 Ｎｅｗｓモーニングサテライト１部

7

タイムトラベル少女～マリ・ワカと８人の科学者たち～ カリメロ

7

おはスタ おはスタ
テレビアニメ　いとしのムーコ（再）

リオデジャネイロオリンピック２０１６ リオデジャネイロオリンピック２０１６
30 歴史の道　歩き旅 歴史の道　歩き旅 遊戯王デュエルモンスターズ　２０ｔｈリマスター ディズニー・サンデー　ちいさなプリンセス　ソフィア 30

50 速報！リオデジャネイロオリンピック 速報！リオデジャネイロオリンピック 50

8
馬医

30 しまじろうのわお！ デュエル・マスターズＶＳＲＦ 30

Ｎｅｗｓモーニングサテライト１部
55 天気予報 55

フィッシング倶楽部 大ちゃんの釣りに行こう！   

6
小公女セーラ ぐっ！ジョブ～九州ゲンキ主義経済～（再）

傑作時代劇 ウルトラマンオーブ ふるさと再生　日本の昔ばなし   

　陸上　男子１１０ｍＨ　決勝　男子４００ｍＨ

　陸上　男子２００ｍ　準決勝　女子２００ｍ
／女子１００ｍＨ　決勝　男子やり投げ　予選

リオデジャネイロオリンピック２０１６

  

11

築地まるかじり

キレ☆カワ女子部 30

Ｍプラス　１１ Ｍプラス　１１ Ｍプラス　１１

木曜アラカルト

8

  リオデジャネイロオリンピック２０１６ 朝のドラマシリーズ フューチャーカード　バディファイトＤＤＤ ポケモンの家あつまる？
　バレーボール　女子　予選リーグ　日本ＶＳアルゼンチン

9
暴れん坊将軍４

レゴタイム　レゴ　ネックスナイツ ＪＡＰＡＮ　ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ
57 ｃａｆｅ　７（朝） 57

9

  

10

金曜アラカルト リルリルフェアリル～妖精のドア～ カードファイト！！ヴァンガードＧ　ストライドゲート編

10

15 地球散歩 15

秘境駅を旅する 秘境駅を旅する ゴルフの真髄 ＡＢＣｈａｎＺＯＯ
55 チェッキュウ！！（朝） 55

ＹＯＵは何しに日本へ？（再）

虎ノ門市場　スペシャル 虎ノ門市場　スペシャル 虎ノ門市場　スペシャル 虎ノ門市場～幸せごはん漫遊記～ ＴＸＮニュース 天神日曜ビ！   

35

チェッキュウ！！ チェッキュウ！！
男子ごはん

12

博多華丸のもらい酒みなと旅

棘のある花 ありえへん∞世界スペシャル
50

11

あいつの料理はテキトーに４、５分でザックリ
作ってるのに、かなり美味い。

あいつの料理はテキトーに４、５分でザックリ
作ってるのに、かなり美味い。

あいつの料理はテキトーに４、５分でザックリ
作ってるのに、かなり美味い。

あいつの料理はテキトーに４、５分でザックリ
作ってるのに、かなり美味い。

  

30 チェッキュウ！！ チェッキュウ！！ 昼めし旅～あなたのご飯見せて下さい～

Ｍプラス　１１ Ｍプラス　１１

月曜アラカルト 火曜アラカルト 水曜アラカルト

35

12

月曜アラカルト 水曜アラカルト
26 ガイド 26

ドラマひるズ 土曜イベントアワー
ｃａｆｅ　７　スペシャル ｃａｆｅ　７　スペシャル

ワザコレクション ワザコレクション 50

55 ガイド ガイド ガイド ガイド ガイド 55

13

サンデーロードショー１部

55 ｃａｆｅ　７（朝） 55

日曜イベントアワー

14
サンデーロードショー２部

14ぐっ！ジョブ～九州ゲンキ主義経済～
開運！なんでも鑑定団（再）

13

  午後のロードショー 午後のロードショー 午後のロードショー 午後のロードショー 午後のロードショー 日曜イベントアワー   

15

  ドラマブレイク ドラマブレイク ドラマブレイク ドラマブレイク ドラマブレイク うまＤＯＫＩ   

15
夢みるサムセン 夢みるサムセン 夢みるサムセン 夢みるサムセン 夢みるサムセン

30

16

  ドラマチック天国 ドラマチック天国 ドラマチック天国 ドラマチック天国 ドラマチック天国 テレショップ ガンダムビルドファイターズトライ

30 月曜コレクション 火曜コレクション 水曜コレクション 木曜コレクション 金曜コレクション

  

16
水戸黄門第３４部 水戸黄門第３４部 水戸黄門第３４部 水戸黄門第３４部 水戸黄門第３４部

ＮＥＷＳ　アンサー ＮＥＷＳ　アンサー ＮＥＷＳ　アンサー ＮＥＷＳ　アンサー ＮＥＷＳ　アンサー
テレショップ

17 17

10 ｃａｆｅ　７（夕方） 10

15 ルックアップふくおか 15

ＴＸＮニュース（ＮＬ） ＴＸＮニュース（ＮＬ）
大好き！五つ子ＧＯＧＯＧＯ！！ 大好き！五つ子ＧＯＧＯＧＯ！！ １２歳。～ちっちゃなムネのトキメキ～ 妖怪ウォッチ（再）

ルックアップふくおか ルックアップふくおか ルックアップふくおか ルックアップふくおか 激ＰＵＳＨ！ ｃａｆｅ　７（夕方）

18
パズドラクロス アルティメット・スパイダーマンＶＳシニスター・シックス 双星の陰陽師 アイカツスターズ！ 妖怪ウォッチ

土曜の夜は！おとななテレビ

30 歴史の道　歩き旅（再） ＴＨＥフィッシング 遊戯王ＡＲＣ－Ｖ 30

ベイブレードバースト プリパラ バトルスピリッツ　ダブルドライブ かみさまみならい　ヒミツのここたま 特捜警察ジャンポリス

55

19

ＹＯＵは何しに日本へ？スペシャル ウソのような本当の瞬間！ ＴＨＥカラオケ★バトルスペシャル 金曜７時のコンサート～名曲！にっぽんの歌～ モヤモヤさまぁ～ず２

モヤモヤさまぁ～ず２（１８時台）
55 ＹＯＵは何しに日本へ？スペシャル（１８時台） ウソのような本当の瞬間！３０秒後に絶対見られるＴＶスペシャル（１８時台） ＴＨＥカラオケ★バトル（１８時台） ポケットモンスター　ＸＹ＆Ｚ 金曜７時のコンサート～名曲！にっぽんの歌～（１８時台）

18

超ポンコツさまぁ～ず ドラＧＯ！

20
54 開運！なんでも鑑定団 天気予報 ハロー！ふくおか県

19

25 ＮＡＲＵＴＯ疾風伝 25

未来の主役　地球の子どもたち
日曜ビッグバラエティ

インテリア日和 昭和平成ヒット商品　全部見せます！６
超！衝撃映像　日本人が超えてみた！？

54

21

世界ナゼそこに？日本人～知られざる波瀾万丈伝～ 水曜エンタ 所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！ 出没！アド街ック天国

55 ミニバンに自動運転技術～高速道で渋滞もカバー～ 55

20

  金曜８時のドラマ　ヤッさん～築地発！おいしい事件簿～ きらり九州　めぐり逢い   

21

48 Ｂｅｅワールド 週刊よかタイムス１ 48

ホークス＋ カンパニーファイル 中国世界遺産ものがたり Ｌｉｆｅ　ｉｓ．．． そこそこチャップリン

23

ワールドビジネスサテライト ワールドビジネスサテライト ワールドビジネスサテライト ワールドビジネスサテライト ワールドビジネスサテライト 追跡　ＬＩＶＥ！　ＳＰＯＲＴＳ　ウォッチャー

美の巨人たち   

クロスロード
48 ぴかぴかマンボ 週刊よかタイムス２ 48

54 未来シティ研究所

22

  未来世紀ジパング ガイアの夜明け カンブリア宮殿 たけしのニッポンのミカタ！

物語の始まりへ ｃａｆｅ　７

23
ＳＵＰＥＲ　ＧＴ＋

じわじわチャップリン
追跡　ＬＩＶＥ！　ＳＰＯＲＴＳ　ウォッチャー 追跡　ＬＩＶＥ！　ＳＰＯＲＴＳ　ウォッチャー 追跡　ＬＩＶＥ！　ＳＰＯＲＴＳ　ウォッチャー 追跡　ＬＩＶＥ！　ＳＰＯＲＴＳ　ウォッチャー 追跡　ＬＩＶＥ！　ＳＰＯＲＴＳ　ウォッチャー

追跡　ＬＩＶＥ！　ＳＰＯＲＴＳ　ウォッチャー 54

22

夢・クルーズ １００年の音楽

ＴＸＮニュース 30

おっほ～ゴッホみたいに言うな！！～
50 天気予報 50

24

乃木坂工事中

24

土曜ドラマ２４　徳山大五郎を誰が殺したか？
ドキドキ宅配便　それ、届けにいきませんか？ チマタの噺 リトルトーキョーライフ じっくり聞いタロウ～スター近況報告～ ドラマ２４　侠飯～おとこめし～

30

チラチラパンチ

内村さまぁ～ず きらきらアフロＴＭ

45 ナナちゃんの部屋 ゴッドタン 45

マクロスΔ
ＷＢＯ世界ミニマム級王座決定戦

10

Ａ応Ｐのあにむす！！
牙狼〈ＧＡＲＯ〉ＨＤリマスター

ｓａｋｕ　ｓａｋｕ
パチ王伝

40 ぱちタウンＴＶ 天気予報 わざわざ言うＴＶ 40

遊戯王ＤＭ　バトルシティ編
ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ

ＪＡＭ
ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ

おそ松さん プリズマ☆イリヤ　ドライ！！

26 26

ナナちゃんの部屋
ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ

ノーコン・キッド～ぼくらのゲーム史～（再）
10 天気予報 ＭＵＳＩＣ　Ｂ．Ｂ． 10

ラブライブ！サンシャイン！！

　夏休み特別編　～君もビルドファイターだ！！～

25 25

こえ恋
濱口女子大学～街とテントと鈴木拓～

10 ｃａｆｅ　７（深夜） Ｔｈｅ　Ｇｉｒｌｓ　Ｌｉｖｅ

 8月21日(日) 8月15日(月)  8月16日(火)  8月17日(水)  8月18日(木)  8月19日(金)  8月20日(土)

27 27

ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ
10 天気予報 10

ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ
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