
【通信販売】
30 30

45 【通信販売】 【通信販売】 45

  【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】   

15 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 15

30 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 30

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

【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】

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

ＮＡＲＵＴＯ　ＮＥＸＴ　ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ（再）

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

【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 ２０ｔｈリマスター 「ミッキーマウスとロードレーサーズ」

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

【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】

【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 【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】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 30

【その他】 【その他】 【その他】 【その他】 【その他】 【教育】 【教養】

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

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

【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】
13 【娯楽】 【教養】 13

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

30 【娯楽】 【教養】 30

55 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【娯楽】 【報道】 55

  【娯楽】 【教養】 【教育】   

【娯楽】 【教養】 【娯楽】

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

【娯楽】 【教養】 【教育】
59 59

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

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

【教養】 【教養】

【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】

【報道】 【報道】
30 【報道】 30

ＮＡＲＵＴＯ　ＮＥＸＴ　ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ

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

25 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教育】 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】 ～世界で１００円グッズ使ってみると？～ 【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】

【娯楽】 【教養】 【教育】
53 【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 53

54 【娯楽】 【教養】 54

56 【教育】 56

58 【娯楽】 【教養】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【教育】 58

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

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

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

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

ドラマＢｉｚ　ハラスメントゲーム 【教育】
30 【娯楽】 【教養】 30

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

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

30 【報道】 30

55 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 55

58 【娯楽】 【教養】 58

  【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】   

12 【娯楽】 【教養】 12

20 【娯楽】 20

【報道】
35 【娯楽】 【教養】 35

50 【娯楽】 【教養】 50

52 【報道】 52

55 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 55

  【娯楽】   

5 【娯楽】 【教育】 5

23 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 23

【娯楽】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【その他】

【その他】 【娯楽】 【教養】
35 【娯楽】 35

53 【娯楽】 【教育】 53

55 【その他】 55

58 【その他】 【娯楽】 【娯楽】 【教養】 【教育】 58

【報道】 【娯楽】 【娯楽】 【教養】
5 【娯楽】 【教養】 5

25 【娯楽】 25

28 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教養】 【報道】 【娯楽】 28

【娯楽】 【教養】 【教育】 【報道】 【教養】 【娯楽】
35 【娯楽】 35

58 【娯楽】 【教養】 【通信販売】 【娯楽】 58

  【娯楽】 【娯楽】 【娯楽】   

5 【娯楽】 5

28 【娯楽】 【娯楽】 【通信販売】 28

30 【娯楽】 【通信販売】 30

35 【通信販売】 【娯楽】 【教養】 35

  【通信販売】   

5 5
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25
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5

6
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48

  

15
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55

55

  

25
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35

  

30

25

26

27

28

（２０１８年１０月クール編成案）　放送番組の種別
ｻｰﾋﾞｽ：SV1

(月) (火) (水) (木)

19

20
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22

23

24

13

14

15

16

17

18

30

4

30

5

30

35

  

30

(金) (土) (日)

  

45

  

ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ

ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ

ディズニー・サンデー遊戯王デュエルモンスターズ　

54

55

  

  

  

15

20

  

57

  

55

  

25

13

14

15

25

30

  

30

4

5

6

7

8

9

  

55

  

48

54

30

25

50

55

  

  

ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ

ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇルアーパラダイス九州ＴＶ

Ｎｅｗｓモーニングサテライト１部

大ちゃんの釣りに行こう！

ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ

きらり九州（再） ＴＨＥフィッシング（再）

ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ

28

22

23

24

25

26

27

16

17

18

19

20

21

10

11

12

アルプスの少女ハイジ ぐっ！ジョブ（再）

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　～フェアリーテイル～ＢＯＲＵＴＯ－ボルト－　

おはスタ

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 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

フィッシング倶楽部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Ｎｅｗｓモーニングサテライト２部

きんだーてれび

朝の！さんぽ道朝の！さんぽ道 朝の！さんぽ道朝の！さんぽ道 朝の！さんぽ道

おはスタ おはスタおはスタ

きんだーてれびきんだーてれび きんだーてれびきんだーてれび

おはスタ

ＪＡＰＡＮ　ＣＯＵＮＴＤＯＷＮポチっと発明　ピカちんキット

ｃａｆｅ　７ｃａｆｅ　７ｃａｆｅ　７ｃａｆｅ　７ ｃａｆｅ　７

朝のドラマシリーズ

デュエル・マスターズ！しまじろうのわお！

ウルトラマンＲ／Ｂ傑作時代劇 傑作時代劇傑作時代劇 傑作時代劇 魔法×戦士　マジマジョピュアーズ！傑作時代劇

神バディファイト朝のドラマシリーズ朝のドラマシリーズ朝のドラマシリーズ ポケモンの家あつまる？朝のドラマシリーズ

月曜アラカルト

ふるさと　日本の昔ばなし　セレクションＴＶチャンピオン極～ＫＩＷＡＭＩ～

天気予報天気予報 情報！Ｑスタイル天気予報 激ＰＵＳＨ！

水曜アラカルト 金曜アラカルト キラッとプリ☆チャン火曜アラカルト 木曜アラカルト 特捜警察ジャンポリス

Ｍプラス　１１ Ｍプラス　１１Ｍプラス　１１ Ｍプラス　１１ Ｍプラス　１１

男子ごはん

虎ノ門市場～幸せごはん漫遊記～ 虎ノ門市場～幸せごはん漫遊記～ 雨ニモマケズ、キレ☆カワ女子部虎ノ門市場～幸せごはん漫遊記～ 虎ノ門市場～幸せごはん漫遊記～ 虎ノ門市場～幸せごはん漫遊記～

ごちそうマエストロ

出川哲朗の充電させてもらえませんか？昼めし旅～あなたのご飯見せて下さい～ 昼めし旅～あなたのご飯見せて下さい～昼めし旅～あなたのご飯見せて下さい～ 昼めし旅～あなたのご飯見せて下さい～ 昼めし旅～あなたのご飯見せて下さい～

水曜コレクション Ｆａｎ！Ｆｕｎ！スポーツ月曜コレクション 火曜コレクション 木曜コレクション 金曜コレクション

いろはに千鳥

今村敦子の美容見聞録ｃａｆｅ　７

午後のロードショー 日曜イベントアワー

サンデーロードショー

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 ソレダメ！～あなたの常識は非常識！？～（再）

きらり九州

ぐっ！ジョブ

開運！なんでも鑑定団（再）

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ドラマブレイク

ゆうがたサテライト ゆうがたサテライトゆうがたサテライト ゆうがたサテライト ゆうがたサテライト

激ＰＵＳＨ！ふくおかサテライト ふくおかサテライト

サンデースペシャルサタデープレゼント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

ドラマイブニングドラマイブニングドラマイブニング ドラマイブニング ＴＶＱニュース ＴＶＱニュース

激ＰＵＳＨ！ふくおかサテライト ふくおかサテライト ふくおかサテライト　ＦＲＩＤＡＹ

ＴＸＮニュースＴＸＮニュース

ベイブレードバースト　超ゼツ

ポケットモンスター　サン＆ムーン知られざるガリバー～エクセレントカンパニーファイル～

遊戯王ＶＲＡＩＮＳパズドラ 妖怪ウォッチ　シャドウサイドアイカツフレンズ！ブラッククローバー

ＢＯＲＵＴＯ－ボルト－　ＴＨＥフィッシング

ｃａｆｅ　７

爆釣バーハンター イナズマイレブン　オリオンの刻印キラキラハッピー★　ひらけ！ここたまトロールズ：シング・ダンス・ハグ！

ソレダメ！～あなたの常識は非常識！？～ モヤモヤさまぁ～ず２突撃！しあわせ買取隊 超かわいい映像連発！どうぶつピース！！ＹＯＵは何しに日本へ？

未来の主役　地球の子どもたち

土曜の夜は！おとななテレビ モヤモヤさまぁ～ず２（１８時台）
ソレダメ！～あなたの常識は非常識！？～（１８時台） 突撃！しあわせ買取隊（１８時台） 超かわいい映像連発！どうぶつピース！！（１８時台）ＹＯＵは何しに日本へ？（１８時台） ヒャッキン！

世界！ニッポン行きたい人応援団

Ｂｅｅワールド開運！なんでも鑑定団 天気予報 飛び出せ！サークル“ふくおか研”

所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！

ありえへん∞世界 ＴＨＥカラオケ★バトル 日曜ビッグバラエティ

インテリア日和

主治医が見つかる診療所

金曜８時のドラマ　駐在刑事 ちょっと福岡行ってきました！

好きっちゃ北九州　Ｗｅ　Ｌｉｋｅ　Ｋｉｔａｋｙｕｓｈｕ

カンブリア宮殿 美の巨人たち 有吉いいｅｅｅｅｅ！　～そうだ！今からお前んチでゲームしない？テレビ東京開局５５周年特別企画　 たけしのニッポンのミカタ！未来世紀ジパングガイアの夜明け

日曜ゴールデンの池上ワールド家、ついて行ってイイですか？ 出没！アド街ック天国世界ナゼそこに？日本人～知られざる波瀾万丈伝～ 二代目　和風総本家

ｃａｆｅ　７ 週刊よかタイムス１ホークス＋ 悠悠ステキ 中川家　家電の流儀

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

車あるんですけど…？

週刊よかタイムス２

くらしのベストリフォーム １００年の音楽 追跡　ＬＩＶＥ！　ＳＰＯＲＴＳ　ウォッチャーｃａｆｅ　７物語の始まりへ 夢・クルーズ

じっくり聞いタロウ～スター近況�報告～チマタの噺 リトルトーキョーライフ ドラマ２４　忘却のサチコハラスメント大事典

ＳＵＰＥＲ　ＧＴ＋

そろそろ　にちようチャップリン

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

きらきらアフロＴＭ

内村さまぁ～ず

ＦＯＯＴ×ＢＲＡＩＮ

ＴＸＮニュース

ゴッドタン

天気予報

ドラマ２５　このマンガがすごい！

チラチラパンチ

乃木坂工事中

ＡＢＣｈａｎＺＯＯ ｃａｆｅ　７

ごちそうマエストロ（再）ハワイファイブオー　ｓｅａｓｏｎ４ナナちゃんの部屋ぱちタウンＴＶ

さぼリーマン甘太朗バツウケテイナー 博多華丸のもらい酒みなと旅２二軒目どうする？～ツマミのハナシ～

吉祥寺だけが住みたい街ですか？（再） 天気予報 やがて君になるｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ

鉄道ひとり旅～列車は友だち～パチ王伝

ナナちゃんの部屋

ナナちゃんの部屋

火ノ丸相撲

天気予報 濱口女子大学～街とテントと鈴木拓～キャプテン翼

ＲＥｒｉｄｅＤ‐刻越えのデリダ‐ うちのメイドがウザすぎる！ラブライブ！サンシャイン！！（再）

ゾンビランドサガ

俺が好きなのは妹だけど妹じゃない ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ

雨ニモマケズ、（再）勇者ああああ 東京少女

天気予報

ＪＡＭ

(火) (水) (木) (金) (土)

バキ

ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ東京喰種：ｒｅ

流派－Ｒ　ｓｉｎｃｅ２００１ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ

ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ

12.7% 11.7% 24.8% 39.8% 10.4% 0.6% 100.0%

～ゲーム知識ゼロでもなんとなく見られるゲーム番組～

報道 教育 教養 娯楽 通信販売 その他 合計

1225分 1131分 2384分 3831分 1000分 57分 9628分

(日)(月)


