
【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

【その他】
50 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【娯楽】 【教養】 【通信販売】 50
  【娯楽】 【教養】   
5 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 5

【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教育】 【教養】

【報道】 【報道】 【その他】 【報道】 【報道】

【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】

【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】

【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】

【通信販売】 【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】 30

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

【教養】
5 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 5

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

【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】

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

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

【娯楽】 【教養】 【教育】

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

【娯楽】 【教養】 【教育】
  【娯楽】 【教養】   
30 【娯楽】 【教養】 30
54 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【教養】 54

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

【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】
24 【娯楽】 【教養】 【教育】 24

【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】
54 【娯楽】 【教養】 【教育】 54
55 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 55
  【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】   

【教養】 【教養】

【報道】 【報道】

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

【娯楽】 【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】

【教養】 【教養】 【その他】 【報道】 【教育】

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

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

【教育】
30 【娯楽】 【教育】 30

【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】
54 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 54
58 【娯楽】 【教養】 【報道】 58
  【娯楽】 【教養】 【通信販売】 【その他】 【教養】   
6 【娯楽】 【教養】 6

25 【報道】 25
30 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【教養】 【教育】 【娯楽】 30
55 【報道】 55
58 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【娯楽】 【教養】 58
  【報道】   
12 【娯楽】 【教養】 12
20 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 20

【その他】
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】 【教養】 55
  【娯楽】   
5 【娯楽】 【教養】 5

23 【娯楽】 【教養】 23

【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【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】
5 【娯楽】 【教養】 5

【報道】
20 【娯楽】 【教養】 20
25 【通信販売】 25
28 【娯楽】 【教育】 【報道】 【娯楽】 【教養】 28
30 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教育】 30
35 【娯楽】 35
58 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 58
  【娯楽】 【教養】 【通信販売】   
5 【通信販売】 5

30 【娯楽】 30
35 35
  【通信販売】   
5 5

 2月27日(日) 2月21日(月)  2月22日(火)  2月23日(水)  2月24日(木)  2月25日(金)  2月26日(土)

ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ
ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ流派－Ｒ　ｓｉｎｃｅ２００１

ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ
範馬刃牙

ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ

サ道（再） ゆるキャン△
天気予報

天気予報
ＢＡＲＫＵＰ　ＴＶ

ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ

Ｉターン（再）パチ王伝
なにみる？

なにみる？
ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ

プリンセスコネクト！Ｒｅ：Ｄｉｖｅ　Ｓｅａｓｏｎ２ 天気予報 ３０歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい（再）

きらきらアフロＴＭ
内村さまぁ～ず

なにみる？

ＡＢＣｈａｎＺＯＯ ごちそうマエストロ（再）白黒アンジャッシュ Ｓ．Ｗ．Ａ．Ｔ．　シーズン２なにみる？

ゴッドタン
天気予報

ドラマ２５　鉄オタ道子、２万キロ
ばりすき！

二軒目どうする？～ツマミのハナシ～ 水ドラ２５　「僕ドラ」ダメな男じゃダメですか？ バカリズムの３０分ワンカット紀行いろはに千鳥

ドラマ２４　シジュウカラ
ＦＯＯＴ×ＢＲＡＩＮ

木ドラ２４　真夜中にハロー！部長と社畜の恋はもどかしいごほうびごはん 「有吉の世界同時中継　～今、そっちってどうなってますか？～」オススメ３８歳バツイチ独身女がマッチングアプリをやってみた結果日記

追跡　ＬＩＶＥ！　ＳＰＯＲＴＳ　ウォッチャー（月～金）

男子ごはん 乃木坂工事中Ｍｒ．都市伝説　関暁夫のゾクッとする怪感話黄金の定食

ＣＨＯＴｅＮ　今週、誰を予想する？
ＳＵＰＥＲ　ＧＴ＋

追跡　ＬＩＶＥ！　ＳＰＯＲＴＳ　ウォッチャー（月～木） そろそろ　にちようチャップリン追跡　ＬＩＶＥ！　ＳＰＯＲＴＳ　ウォッチャー（月～木） 追跡　ＬＩＶＥ！　ＳＰＯＲＴＳ　ウォッチャー（月～木） 追跡　ＬＩＶＥ！　ＳＰＯＲＴＳ　ウォッチャー（月～木）

週刊よかタイムス２
ワールドビジネスサテライト モヤモヤさまぁ～ず２

２３時の密着テレビ「レベチな人、見つけた」ユーチューバーに娘はやらん！ あちこちオードリー カンブリア宮殿

有吉ぃぃｅｅｅｅｅ！　～そうだ！今からお前んチでゲームしない？

追跡　ＬＩＶＥ！　ＳＰＯＲＴＳ　ウォッチャー（土）
週刊よかタイムス１

風景の足跡 追跡　ＬＩＶＥ！　ＳＰＯＲＴＳ　ウォッチャー（日）
なないろ便り わんにゃん講座 カンパニーファイル

なにみる？

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 新美の巨人たちガイアの夜明け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

物語の始まりへ チェッキュウ！！ホークス＋ なにみる？ 天気予報（ＧＨ）夢・クルーズ

なにみる？開運！なんでも鑑定団 インテリア日和Ｂｅｅワールド

所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！ ～夢のオーディションバラエティー～　Ｄｒｅａｍｅｒ　Ｚ出没！アド街ック天国ナゼそこ？

新幹線変形ロボ　シンカリオンＺ

未来の主役　地球の子どもたち

月曜プレミア８
世界！ニッポン行きたい人応援団

ちょっと福岡行ってきました！金曜８時のドラマ　駐在刑事　Ｓｅａｓｏｎ３

土曜の夜は！おとななテレビ 池上彰の激動！世界情勢ＳＰ（１８時台）
ポケットモンスター

ＹＯＵは何しに日本へ？ 有吉の世界同時中継　～今、そっちってどうなってますか？～スペシャルありえへん∞世界スペシャル 池上彰の激動！世界情勢ＳＰテレ東音楽祭２０２２春　～思わず歌いたくなる最強ヒットソング１００連発～

トップマネジメント
パズドラ知られざるガリバー～エクセレントカンパニーファイル～テレ東音楽祭２０２２春　～思わず歌いたくなる最強ヒットソング１００連発～（１８時台）

妖怪ウォッチ♪ＹＯＵは何しに日本へ？（１８時台） ありえへん∞世界スペシャル（１８時台） 有吉の世界同時中継　～今、そっちってどうなってますか？～スペシャル（１８時台）

ＴＨＥフィッシングテレ東音楽祭２０２２春　～思わず歌いたくなる最強ヒットソング１００連発～（１８時台） ＢＯＲＵＴＯ－ボルト－　ＮＡＲＵＴＯ　ＮＥＸＴ　ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ

パウ・パトロールトップマネジメント ＳＨＡＭＡＮ　ＫＩＮＧ

激ＰＵＳＨ！激ＰＵＳＨ！

ＴＸＮニュース ＴＸＮニュース

テレＱニュース テレＱニュース

新・鉄道グルメ旅
ごちそうマエストロ　傑作選 ドラマチック天国

岳飛伝
ドラマチック天国

岳飛伝
ドラマチック天国

岳飛伝
ドラマチック天国

岳飛伝

ふくサテ！（２０２１年４月クール～）
テレＱニュース

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

ドラマブレイク
遠山の金さん ソレダメ！～あなたの常識は非常識！？～（再）

＜史上最大級！ＫＰＯＰガールズオーディション番組＞放課後のときめき～まだ間に合う！決勝ファイナル直前スペシャル～

ふくサテ！（２０２１年４月クール～） ふくサテ！（２０２１年４月クール～）ふくサテ！（２０２１年４月クール～）

月曜コレクション

ドラマブレイク
遠山の金さん

ドラマブレイク
遠山の金さん

ドラマブレイク
遠山の金さん

ブルーリバーの望むところだ！
ぐっ！ジョブ

開運！なんでも鑑定団（再）
ソレダメ！～あなたの常識は非常識！？～（再）火曜コレクション 金曜コレクション うまＤＯＫＩ木曜コレクション

ドラマひるズ
如懿伝～紫禁城に散る宿命の王妃～ ごちそうマエストロ

今村敦子の美容見聞録

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 森村誠一サスペンス　魔性の群像　刑事・森崎慎平４午後のロードショー 所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！（再）

出川哲朗の充電させてもらえませんか？　傑作選ドラマひるズ
如懿伝～紫禁城に散る宿命の王妃～

本家が聴かせてもらいますドラマひるズ
如懿伝～紫禁城に散る宿命の王妃～

ドラマひるズ
如懿伝～紫禁城に散る宿命の王妃～

マル得！快適ショッピング マル得！快適ショッピング スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅マル得！快適ショッピングマル得！快適ショッピング
ＴＸＮニュース

ＹＯＵは何しに日本へ？（再）虎ノ門市場～毎日、幸せごはん。～ みみよりサタデイ！

昼サテ 昼サテ 昼サテ昼サテ

月曜アラカルト 火曜アラカルト

虎ノ門市場～毎日、幸せごはん。～ 虎ノ門市場～毎日、幸せごはん。～虎ノ門市場～毎日、幸せごはん。～ テレショップ

園芸させてもらえませんか？

しまじろうのわお！映画スペシャル
ニンジャラ

なにみる？ 情報！Ｑスタイルなにみる？ 激ＰＵＳＨ！

金曜アラカルト ワッチャプリマジ！木曜アラカルト シャドウバース（再）月曜アラカルト 火曜アラカルト

マジカパーティドラゴンクエスト　ダイの大冒険徳永ゆうきのぐるっと歌テツ旅

朝のドラマシリーズ
ハンムラビ法廷～初恋はツンデレ判事！？～

しまじろうのわお！ デュエル・マスターズ　キング！

ミュークルドリーミー　みっくす！金曜アラカルト木曜アラカルト

朝のドラマシリーズ②
ノクドゥ伝～花に降る月明り～

朝のドラマシリーズ②
ノクドゥ伝～花に降る月明り～

ビッ友×戦士　キラメキパワーズ！ウルトラマン　クロニクルＤ

朝のドラマシリーズ
ハンムラビ法廷～初恋はツンデレ判事！？～

ポケモンの家あつまる？朝のドラマシリーズ
ハンムラビ法廷～初恋はツンデレ判事！？～

ハナコ書店朝のドラマシリーズ
ハンムラビ法廷～初恋はツンデレ判事！？～

朝のドラマシリーズ
ハンムラビ法廷～初恋はツンデレ判事！？～

朝のドラマシリーズ②
ノクドゥ伝～花に降る月明り～

テレショップ朝のドラマシリーズ②
ノクドゥ伝～花に降る月明り～

遊戯王ＳＥＶＥＮＳ

シナぷしゅ シナぷしゅシナぷしゅ シナぷしゅ シナぷしゅ

きんだーてれび ファンファンキティ！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

「テレ東音楽祭２０２２春　～思わず歌いたくなる最強ヒットソング１００連発～」オススメ ウマ娘　プリティーダービー　Ｓｅａｓｏｎ２ ＢＯＲＵＴＯ－ボルト－　ＮＡＲＵＴＯ　ＮＥＸＴ　ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ（再）

おはスタ おはスタ おはスタおはスタおはスタ

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 ＴＨＥフィッシング（再）Ｎｅｗｓモーニングサテライト２部 ＧｏＴｏニッポン
二代目　和風総本家　傑作選

ｇｏｏｄｓ　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 チェッキュウ！！ 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

ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ
鉄道ポスターの旅 ソルトフィッシングパラダイスＴＶ

ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ

28

ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ

ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ
ｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇｇｏｏｄｓ　ｍｏｒｎｉｎｇ

～鉄路の旅～　ローカル列車で巡るあの町・この町

Ｎｅｗｓモーニングサテライト２部

ぐっ！ジョブ（再）プリンセスコネクト！Ｒｅ：Ｄｉｖｅ　Ｓｅａｓｏｎ２（再）
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30
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5

30
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 2月24日(木)  2月25日(金)  2月26日(土)  2月27日(日)
  

45
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26
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8

9
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55

  

48
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30

25

25

55

  

27

28

2022年2月　放送番組の種別
ｻｰﾋﾞｽ：SV1

 2月21日(月)  2月22日(火)  2月23日(水)
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15

4

5

6
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