
番組分類 番組名
月 0:00 通販 ショップチャンネル

1:00 教養 ミッドナイトセレクション
2:00 教養 ミッドナイトセレクションⅡ
3:00 娯楽 ミッドナイトセレクションⅢ
4:00 教養 アーリーモーニング

教養
通販
教養
通販

5:55 通販 ショップロード
6:55 報道 Weather Access
7:00 通販 贈り物ＴＶ
7:30 通販 通販
8:00 通販 ハッピーライフセレクション
8:30 娯楽 韓流モーニング

10:00 通販 ショップチャンネル
10:55 報道 News Access
11:00 通販 ショップチャンネル
12:00 娯楽 昼の特選ドラマ劇場
13:55 通販 ショップストリート
14:54 娯楽 ドラマ３
15:56 通販 ショップパーク
16:54 報道 News Access&天気
16:57 娯楽 ドラマ5
18:00 娯楽 月曜ストーリー
19:54 教養 アーシストＣａｆｅ
20:00 教養 ウチ、断捨離しました
20:54 その他 Aタイム

娯楽
教養

21:54 通販 HAYABUSA～誰よりも飛ばしたいあなたへ
娯楽
教養
娯楽
教養

22:54 教養 日本全国ごちそう散歩
娯楽
教養
報道
教養

23:54 その他 Aの伝言
火 0:00 通販 ショップチャンネル

2:00 通販 ミッドナイトショッピング
3:00 教養 ミッドナイトセレクション
4:00 教養 アーリーモーニング

教養
通販
教養
通販

5:55 通販 ショップロード
6:55 報道 Weather Access
7:00 通販 Shoppin' On
7:30 通販 通販
8:00 通販 トク選！いきいき健康便
8:30 娯楽 韓流モーニング

10:00 通販 ショップチャンネル
10:55 報道 News Access
11:00 通販 ショップチャンネル

4:30

5:00

21:00

23:30

4:30

22:30

22:00

23:00

5:00

音楽のある風景

モーニングセレクション

女子ゴルフペアマッチ選手権

ラグビーウィークリー

音楽のある風景

サウナを愛でたい

極上！ゴルフ場探訪

迷宮グルメ異郷の駅前食堂

モーニングセレクション



12:00 娯楽 昼の特選ドラマ劇場
13:55 通販 ショップストリート
14:54 娯楽 ドラマ３
15:56 通販 ショップパーク
16:54 報道 News Access&天気
16:57 娯楽 ドラマ5
18:00 娯楽 火曜ストーリー

教養
娯楽

21:54 教養 みらい遺産
娯楽
教養
娯楽
教養
娯楽
教養

水 0:00 通販 ショップチャンネル
2:00 通販 ミッドナイトショッピング
3:00 教養 ミッドナイトセレクション
4:00 教養 アーリーモーニング

教養
通販
教養
通販

5:55 通販 ショップロード
6:25 通販 健康情報ＴＶ
6:55 報道 Weather Access
7:00 通販 美と健康のショッピング
7:30 通販 贈り物ＴＶ
8:00 通販 ハッピーライフセレクション
8:30 娯楽 韓流モーニング

10:00 通販 ショップチャンネル
10:55 報道 News Access
11:00 通販 ショップチャンネル
12:00 娯楽 昼の特選ドラマ劇場
13:55 通販 ショップストリート
14:54 娯楽 ドラマ３
15:56 通販 ショップパーク
16:54 報道 News Access&天気
16:57 娯楽 ドラマ5
18:00 娯楽 水曜ストーリー

教育
教養

20:54 その他 Aタイム
教養
娯楽

21:54 教育 つながる絵本
教養
娯楽

22:30 娯楽 美女と焼肉
22:54 教養 Welcomeクラシック
23:00 娯楽 水曜セレクション

木 0:00 通販 ショップチャンネル
2:00 通販 ミッドナイトショッピング
3:00 教養 ミッドナイトセレクション
4:00 教養 アーリーモーニング

教養
通販

20:00

22:00

4:30

5:00

23:00

22:30

20:00

4:30

21:00

22:00

火曜プライム

イケトレ！おうちで楽フィットネス

音楽のある風景

モーニングセレクション

Mリーグ

バナナマン日村が歩く！ウォーキングのひむ太

京都ぶらり歴史探訪

音楽のある風景

魚が食べたい

百年名家



教養
通販

5:55 通販 ショップロード
6:25 通販 健康情報ＴＶ
6:55 報道 Weather Access
7:00 通販 贈り物ＴＶ
7:30 通販 ハッピーライフセレクション
8:00 通販 トク選！いきいき健康便
8:30 娯楽 韓流モーニング

10:00 通販 ショップチャンネル
10:55 報道 News Access
11:00 通販 ショップチャンネル
12:00 娯楽 昼の特選ドラマ劇場
13:55 通販 ショップストリート
14:54 娯楽 ドラマ３
15:56 通販 ショップパーク
16:54 報道 News Access&天気
16:57 娯楽 ドラマ5
18:00 娯楽 木曜ストーリー

教養
娯楽

20:54 教養 アスリートインフィニティ
娯楽
教養

21:54 その他 Aタイム
教養
娯楽
報道
教養

22:54 その他 Aタイム
23:00 娯楽 木曜セレクション

金 0:00 通販 ショップチャンネル
2:00 通販 ミッドナイトショッピング
3:30 教養 ミッドナイトセレクション
4:00 教養 アーリーモーニング

教養
通販

5:00 教育 おかずのクッキング
5:25 教育 日本のチカラ
5:55 通販 ショップロード
6:25 通販 美と健康のショッピング
6:55 報道 Weather Access
7:00 通販 贈り物ＴＶ
7:30 通販 美と健康のショッピング
8:00 通販 美と健康のショッピング
8:30 娯楽 韓流モーニング

10:00 通販 ショップチャンネル
10:55 報道 News Access
11:00 通販 ショップチャンネル
12:00 娯楽 昼の特選ドラマ劇場
13:55 通販 ショップストリート
14:54 娯楽 ドラマ３
15:56 通販 ショップパーク
16:54 報道 News Access&天気
16:57 娯楽 ドラマ5
18:00 その他 宇賀なつみのそこ教えて！
18:30 教養 梅雀さん　ひのきってなあに？

娯楽
教育

5:00

20:00

4:30

19:00

21:00

22:30

22:00

モーニングセレクション

新・鉄道絶景の旅

音楽のある風景

昭和のクルマといつまでも

町山智浩のアメリカの今を知るTV

カーグラフィックTV

ドラえもん



19:30 娯楽 クレヨンしんちゃん
20:00 娯楽 ワールドプロレスリングリターンズ
20:54 教育 つながる絵本

娯楽
教養

23:00 娯楽 アニメA
土 0:00 娯楽 ベストヒットUSA

0:30 教養 ミッドナイトセレクション
1:00 通販 ミッドナイトショッピング
4:00 教養 アーリーモーニング
4:30 通販 ショッピング
5:00 通販 ショッピング
5:30 通販 ショッピング
5:55 報道 Weather Access
6:00 通販 美と健康のショッピング
6:30 通販 これなら満足！快適ショッピング
7:25 通販 ハッピーライフセレクション
7:55 その他 Ａタイム
8:00 通販 ショップチャンネル
9:00 通販 トクセンサタデー
9:30 教養 世界の船旅・飛鳥物語

10:00 通販 トクセンサタデーANNEX
10:55 報道 News Access

教育
教養

11:55 その他 Ａタイム
12:00 教養 辰巳琢郎の家物語

教育
教養

13:00 娯楽 スペシャルサタデー
15:54 報道 News Access

教育
教養

16:56 教養 食ノ音色
17:00 娯楽 サタデー５
18:00 教育 バトンタッチSDGｓはじめてます
18:55 教養 あなたの駅前物語
19:00 娯楽 人生、歌がある
20:54 教養 Fresh Faces
21:00 娯楽 土曜劇場
22:54 教養 ジモト魂

教養
娯楽

日 0:00 通販 ショップチャンネル
1:00 教養 ミッドナイトセレクション
2:00 教養 ミッドナイトセレクション
3:00 教養 ミッドナイトセレクション
4:00 教養 アーリーモーニング
4:30 通販 ショッピング
5:00 通販 美と健康のショッピング
5:55 報道 Weather Access
6:00 通販 いろどりショッピング
7:00 通販 ショップロード
8:00 教育 題名のない音楽会
8:30 教養 渡辺篤史の建もの探訪
8:55 その他 Ａタイム
9:00 通販 ショップチャンネル

10:55 報道 News Access

21:00

11:00

12:30

16:00

23:00

金曜プレミアム

子供たちに残したい美しい日本のうた

徹子の部屋

みんなの家庭の医学

サタデーセレクション



教養
娯楽
通販

11:55 その他 Aタイム
12:00 娯楽 トクセン！サンデー
12:55 報道 News Access
13:00 娯楽 スペシャルサンデー
15:54 報道 News Access
16:00 教養 大改造！劇的ビフォーアフター
17:00 娯楽 サンデー5
17:55 教養 アスリートインフィニティ
18:00 報道 激論！クロスファイア
18:54 教養 二十歳の挑戦

報道
教養

20:54 教育 暦に集う
娯楽
教養

22:54 その他 Aタイム
23:00 娯楽 アニメA

※番組名は一部省略して記載しています

19:00

21:00

11:00

BS朝日日曜スクープ

ザ・プレミアムステージ
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