
    
30 30
45 【通信販売】 【通信販売】 45
  【通信販売】 【通信販売】   
15 【教養】 【教育】 15
30 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 30
45 【娯楽】 45

【報道】 【報道】 【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】 【報道】 【報道】 30
40 【娯楽】 【教育】 40
44 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 44

【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】
59 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教養】 59

【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】

【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【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】

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

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

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

【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】 【通信販売】
13 【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 55
  【報道】 【教養】   
5 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 5

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

【通信販売】
  【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】   
25 【娯楽】 【教養】 25
30 30
  【娯楽】 【教養】   
30 【娯楽】 【教養】 30
54 【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】

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

【娯楽】 【教養】 【通信販売】 【娯楽】 【教養】 【通信販売】 【娯楽】 【教養】 【通信販売】 【娯楽】 【教養】 【通信販売】 【娯楽】 【教養】 【通信販売】
52 52
  【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】   
13 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 13

【教養】 【その他】
20 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 20

【その他】 【その他】 【その他】 【通信販売】 【報道】 【報道】 【報道】

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

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

【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教育】
57 【娯楽】 【教育】 57
58 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 58

【娯楽】 【教育】
30 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 【教養】 30
54 【娯楽】 【教養】 54
55 【娯楽】 【教育】 【教養】 55
58 【娯楽】 【教養】 【教育】 【娯楽】 【教養】 58

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

【娯楽】 【教養】 【教育】 【教養】 【その他】 【報道】 【その他】
  【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】 54

【報道】 【教養】 【その他】 【教養】 【教養】

【教育】
30 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 30

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

【教養】 【教育】 【教養】 【教養】 【教養】 【教育】 【報道】

【報道】 【報道】

【娯楽】 【教養】
55 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 55
58 【娯楽】 【教養】 58
  【報道】   
12 【娯楽】 12

【報道】
35 【娯楽】 【娯楽】 【娯楽】 【娯楽】 35
45 【娯楽】 【教養】 45
50 【娯楽】 50
52 【報道】 52
55 【報道】 【報道】 【報道】 【報道】 55
  【娯楽】 【教養】   
23 【娯楽】 【教養】 23
25 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【娯楽】 【娯楽】 【教養】 25

【報道】 【報道】
35 【娯楽】 【教育】 35
53 【娯楽】 【教養】 【娯楽】 53
55 【その他】 55
58 【その他】 【娯楽】 【娯楽】 【教養】 58

【報道】 【娯楽】 【娯楽】
5 【娯楽】 5

25 【娯楽】 【教育】 25
28 【娯楽】 【教育】 【娯楽】 【教養】 28
30 【娯楽】 【娯楽】 【教育】 【通信販売】 30
35 【教養】 35
55 【娯楽】 【教養】 55
58 【娯楽】 【通信販売】 【報道】 58
  【娯楽】 【娯楽】 【娯楽】   
5 【通信販売】 5

28 【娯楽】 【娯楽】 【教養】 【通信販売】 28
30 【娯楽】 【教養】 【通信販売】 【娯楽】 【教育】 30
35 【通信販売】 【娯楽】 35
  【通信販売】   
5 5

1259 分 969 分 2085 分 4137 分 1070 分 78 分 9598 分

13.1 ％ 10.1 ％ 21.7 ％ 43.1 ％ 11.1 ％ 0.8 ％ 100 ％

報道 教育 教養 娯楽 通信販売 その他 総放送計

(日)

遊戯王ＤＭ　バトルシティ編

攻殻機動隊ＡＲＩＳＥ　ＡＬＴＥＲＮＡＴＩＶＥ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＵＲＥｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ
ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ

(月) (火) (水) (木) (金) (土)

天気予報
ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ

超流派山田くんと７人の魔女 ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ
ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔＭＵＳＩＣ　Ｂ．Ｂ．

鉄道ひとり旅
ＪＡＭ

ラブライブ！ ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ
長門有希ちゃんの消失アイドルマスター トリアージＸ

天気予報 猫侍ＳＥＡＳＯＮ２あにむす！

ナイツの丼なもんでしょう！ ｇｏｏｄｓ　ｎｉｇｈｔ坂上目線

ゴッドタン パチ王伝
ｃａｆｅ　７

ｃａｆｅ　７ 牙狼〈ＧＡＲＯ〉－ＧＯＬＤ　ＳＴＯＲＭ－翔
ワーキングデッド～働くゾンビたち～

リベンジ　シーズン３
プレミアＭｅｌｏｄｉＸ！

ざっくりハイタッチ
天気予報 ｓａｋｕ　ｓａｋｕ 天気予報パチンコプレイガイドＴＶ

天気予報
Ｅ－ｇｉｒｌｓを真面目に考える会議

チラチラパンチ
Ｔｈｅ　Ｇｉｒｌｓ　Ｌｉｖｅ 内村さまぁ～ず きらきらアフロＴＭ

ＬＯＶＥ理論
乃木坂工事中

ドラマ２４　不便な便利屋
ＴＸＮニュース

ワン・トゥリー・ヒル２
ネオスポ ネオスポネオスポネオスポ

ネオスポ

ＦＯＯＴ×ＢＲＡＩＮ ＳＵＰＥＲ　ＧＴ＋

ニッポン元気計画！眠れるスター目覚ましバラエティ　ハックツベリー

チマタの噺 ネオスポリトルトーキョーライブ～みんなで作るいっぱいいっぱい生放送～ ヨソで言わんとい亭～ココだけの話が聞ける料亭～

未来シティ研究所

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

週刊よかタイムス２ぴかぴかマンボ

夢・クルーズ ネオスポ物語の始まりへ Ｂｅｙｏｎｄ　輝きウーマン １００年の音楽

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

クロスロード

トーキョーライブ２２時～ニチヨルまったり生放送中～天気予報中国世界遺産ものがたりホークス＋ 「カンブリア宮殿」みどころ
ｃａｆｅ　７

和風総本家水曜ミステリー９ 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～ 所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！
週刊よかタイムス１

金曜８時のドラマ　三匹のおっさん２～正義の味方、ふたたび！！～木曜８時のコンサート～名曲！にっぽんの歌～
主治医が見つかる診療所 きらり九州　めぐり逢いソレダメ！～あなたの常識は非常識！？～

ハロー！ふくおか県ｃａｆｅ　７開運！なんでも鑑定団 Ｂｅｅミュージアム～ミツバチのいる風景～ 天気予報

モヤモヤさまぁ～ず２ポケットモンスター　ＸＹ

ＮＡＲＵＴＯ疾風伝
日曜ビッグバラエティインテリア日和

未来の主役　地球の子どもたち

レゴ　ニンジャゴー バトルスピリッツ烈火魂

ありえへん∞世界スペシャルＹＯＵは何しに日本へ？ ＴＨＥカラオケ★バトル
ブラマリのいただきっ

アルティメット・スパイダーマン　ウェブ・ウォーリアーズ モヤモヤさまぁ～ず２（１８時台）妖怪ウォッチ 土曜の夜は！おとななテレビアイカツ！

遊戯王ＡＲＣ－Ｖぐっ！ジョブ～九州ゲンキ主義経済～（再）大好き五つ子5

ドラＧＯ！

ＴＸＮニュースＴＸＮニュース
チェッキュウ！！ｃａｆｅ　７ はぷねすくらぶｃａｆｅ　７

銀魂゜ たまごっち！たまともだいしゅーＧＯ新ウルトラマン列伝 ポンコツ＆さまぁ～ずダイヤのＡ 特捜警察ジャンポリス

ＴＨＥフィッシング美少女戦士セーラームーンＣｒｙｓｔａｌ大好き五つ子5 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 ルックアップふくおか
ｃａｆｅ　７激ＰＵＳＨ！

Ｌ４ＹＯＵ！ Ｌ４ＹＯＵ！

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

サンデースペシャルＬ４ＹＯＵ！Ｌ４ＹＯＵ！ サタデープレゼントＬ４ＹＯＵ！

激ＰＵＳＨ！チェッキュウ！！ 激ＰＵＳＨ！チェッキュウ！！ 情報！Ｑスタイル

ドラマひるズドラマひるズ ドラマひるズ

午後のロードショー

月曜コレクション 金曜コレクション火曜コレクション 木曜コレクション水曜コレクション

和風総本家（再）

ぐっ！ジョブ～九州ゲンキ主義経済～
開運！なんでも鑑定団（再）

うまＤＯＫＩ

ＹＯＵは何しに日本へ？（再）

マネーの羅針盤
ガイド ガイド ガイドガイドガイド

たかじんＮＯマネーＢＬＡＣＫドラマひるズ
ガイド

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

ドラマひるズ

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 田勢康弘の週刊ニュース新書ドラマチック天国

Ｍプラス　１１ Ｍプラス　１１Ｍプラス　１１ Ｍプラス　１１Ｍプラス　１１

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～

男子ごはん

ゴルフの真髄虎ノ門市場～幸せごはん漫遊記～ ｗｉｔｈ

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　～フェアリーテイル～
天気予報天気予報天気予報 天気予報 天気予報

虎ノ門市場～幸せごはん漫遊記～

月曜アラカルト 金曜アラカルト プリパラ木曜アラカルト水曜アラカルト火曜アラカルト

キレ☆カワ女子部
ＪＡＰＡＮ　ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ

ｃａｆｅ　７
ｃａｆｅ　７ｃａｆｅ　７ ｃａｆｅ　７チェッキュウ！！ ｃａｆｅ　７

傑作時代劇 傑作時代劇 ＡＢＣｈａｎＺＯＯ傑作時代劇傑作時代劇 傑作時代劇

朝のドラマシリーズ 朝のドラマシリーズ

デュエル・マスターズＶＳＲしまじろうのわお！

朝のドラマシリーズ 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　１００朝のドラマシリーズ

チャージ７３０！ ポケモンゲット☆ＴＶチャージ７３０！チャージ７３０！チャージ７３０！ 遊戯王デュエルモンスターズ　２０ｔｈリマスターチャージ７３０！

おはスタ２部 おはスタ２部 おはスタ２部おはスタ２部 おはスタ２部
ジュエルペット　マジカルチェンジ未来少年コナン

ＧＯＮ
おはスタ１部 おはスタ１部おはスタ１部 おはスタ１部おはスタ１部

カリメロ ＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ　ＣＡＦＥＢＲＥＡＫ
ピラメキーノ６４０ ピラメキーノ６４０ ピラメキーノ６４０ ピラメキーノ６４０ピラメキーノ６４０

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 大ちゃんの釣りに行こう！Ｎｅｗｓモーニングサテライト２部 フィッシング倶楽部
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