
時 時

3 3

11 その他

15 報道

20 通販 20 通販

31 その他

35 報道

40 通販 40 その他

45 報道

50 通販 50 教育

00 通販

10 報道

15 教育

20 報道 教育 教養

30 報道 教育 教養 娯楽 30 通販

50 報道 教育 教養 娯楽

00 教養

15 報道 教育 教養

30 教育 教養 娯楽

55 報道

00 教育

30 報道 教育 教養 娯楽

00 報道 教育 教養 娯楽 00 報道 教育 教養

25 教養

40 教養

55 教養 娯楽

25 教育 教養 娯楽 25 通販 25 通販 25 通販 25 教育 教養 25 その他 25 娯楽

30 通販

55 通販 55 通販 55 通販

20 報道 20 報道

25 報道 教養 25 報道 教育 教養 25 報道

30 報道 教育 教養 30 報道 教育 教養

40 報道

45 教養 45 教養

55 報道 教養 娯楽 55 教養 娯楽

00 教育 教養 娯楽

51 報道

55 教養 娯楽 55 報道

00 教育 教養 娯楽

55 報道 教育 教養 娯楽 55 その他 55 その他

00 教養 娯楽 00 教育 教養 娯楽

55 その他

00 教育 教養 娯楽

25 報道

30 教育 教養

50 報道 教育 教養 50 その他 50 報道 教育 教養 50 通販

55 報道 教育 教養 娯楽

20 教育 娯楽

25 教育 教養 25 教養 娯楽

50 報道 教育 教養 娯楽 通販 50 報道 教育 教養 50 報道 教育 教養 50 報道 教育 教養 娯楽

55 その他 55 教養

00 報道 教育 教養

10 報道

15 教育

26 教養

30 娯楽 30 娯楽

53 報道 教育 教養

00 娯楽 00 報道 教育 教養

15 報道 教育 教養

30 教養 娯楽

55 教育 教養 娯楽

00 教育 教養 娯楽 00 教養 娯楽 00 娯楽 00 教養 娯楽 00 娯楽 00 教育 教養 娯楽 00 教育 教養 娯楽

56 娯楽 56 教養 娯楽

58 教養 娯楽

54 報道 54 報道 54 報道

00 教育 教養 娯楽 00 教養 娯楽 00 娯楽 00 教育 教養 娯楽 00 娯楽 00 娯楽 00 教養 娯楽

54 報道 54 報道 54 報道 54 その他

00 教育 教養 娯楽 00 娯楽 00 娯楽 00 娯楽 00 娯楽

30 娯楽

54 報道 54 報道 54 報道

00 報道 教育 教養 00 娯楽 00 娯楽

25 娯楽

30 報道 教育 教養 30 娯楽

55 報道 教育 教養 娯楽

59 娯楽 59 教育 教養 娯楽 59 娯楽 59 娯楽

30 娯楽

54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 54 教養 娯楽

55 娯楽 55 報道 教育 教養

24 その他 24 教育 24 その他

25 報道 25 通販

30 通販 30 通販 30 通販 30 その他 30 通販

35 通販

39 通販

55 報道

58

00 報道 00 報道 00 報道

05 報道 教育 教養 05 報道 教育 教養 05 報道 05 報道 教育 教養

09 報道

10 報道 教育 教養

14 報道 教育 教養

27 27

11 11 11

31

40
時 時

山形放送　2022年2月第3週番組種別　HD

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

4 4

オープニング

ＹＢＣお天気情報

ショップジャパン ショップジャパン
オープニング

ＯＧＡテレビショッピング オープニング

ＹＢＣお天気情報

5

ジャパネットたかたテレビショ

ＹＢＣお天気情報 ッピング

やまがたサンデー５

ＹＢＣお天気情報

ショップジャパン あなたとＹＢＣ

Ｏｈａ！４　ＮＥＷＳ　ＬＩＶＥ

ズームイン！！サタデー ショップジャパン

6

ＺＩＰ！

近未来創世記　日本を救うヤバ

5

7 7所さんの目がテン！

イ偉人

ＹＢＣお天気情報

6

皇室日記

ＮＮＮニュース・サンデー

9
やまがた発！旅の見聞録

8
シューイチ

8
スッキリ ウェークアップ

やまがたＺＩＰ！

9

10

カオログ

10秘密のケンミンＳＨＯＷ極 特選街テレビショッピング ショップジャパン エバーライフエージェンシー各 二代目　和風総本家 あっぷるタイム ニノさん

ッピング

ＹＢＣお天気情報

ＮＮＮ　ストレイトニュース ＮＮＮ　ストレイトニュース

ＹＢＣお天気情報

社テレショップ

ジャパネットたかたテレビショ

キユーピー３分クッキング ハウジング・ロード

12

ヒルナンデス！ ヒューマングルメンタリー　オ

12

モウマい店 ソレダメ！

11

ＹＢＣお天気情報

やまがた東西南北 ＮＮＮ　ストレイトニュース ＹＢＣお天気情報

11

トライステージテレショップ ショップジャパン ＯＧＡテレビショッピング

13

　ｉｎ　おきたま～冬のあった

ＹＢＣお天気情報

13

か住宅１時間スペシャル～ ＹＯＵは何しに日本へ？

情報ライブ　ミヤネ屋 ぷにゅん！ ぷにゅん！

第１６弾　カオログＨＯＵＳＥ ＹＢＣお天気情報

14 14

ぺこぱのローカル鉄道寄り道旅 １億人の大質問！？笑ってコラ

　錦秋の秩父路をＧＯ！過酷度 えて！

15

ニッポンのレジェンド発掘ＳＰ

ＹＢＣお天気情報 　さいしょの人はスゴかった

山形豊烈打毬～受け継がれる人

もＵＰ

ＹＢＣお天気情報

ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ． ぷにゅん！ ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ． ショップジャパン 馬一体の技と心～

15

16

坂上忍の勝たせてあげたいＴＶ

16

～第３７回読売新聞杯　全日本

選抜競輪～ それいけ！アンパンマン

バーバー今・人気　～ヘアスタ 魚と肉が旨い町

ピヨ卵ワイド ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ． ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ． ピヨ卵ワイド イリストをめざす若者の挑戦～

よ！

ー ＹＢＣニュースサンデー

ぷにゅん！ おうちでごはん　つくってみー

やまがたサンデー５

夢ＮＯＴＥ

半妖の夜叉姫 笑点

18

ＮＮＮ　ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ．

18

名探偵コナン 真相報道　バンキシャ！

ＹＢＣ　ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ．

満天☆青空レストラン

17

ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ．サタデ

17

博士は今日も嫉妬する　人生が

楽しくなる最新テクノロジー

19 19

世界まる見え！テレビ特捜部　 ヒューマングルメンタリー　オ 有吉の壁　横浜の壁を越えろ！ ＴＨＥ突破ファイル　２時間Ｓ 金のピヨ卵 世界一受けたい授業２時間ＳＰ ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！

２時間ＳＰ モウマい店 ２時間ＳＰ Ｐ

20

世界の果てまでイッテＱ！

20

ＹＢＣニューススポット ＹＢＣお天気情報 ＹＢＣお天気情報

踊る！さんま御殿！！ 沸騰ワード１０　春の足音ＳＰ

ャンネル
21 21

くりぃむしちゅーの！ＴＨＥ★ ザ！世界仰天ニュース 今夜くらべてみました 秘密のケンミンＳＨＯＷ極 金曜ロードショー １億３０００万人のＳＨＯＷチ 行列のできる相談所

レジェンド　北京五輪ＳＰ

ＹＢＣお天気情報 ＹＢＣお天気情報 ＹＢＣお天気情報 ぷにゅん！

22 22

一撃解明バラエティ　ひと目で ムチャブリ！　わたしが社長に ダウンタウンＤＸ 逃亡医Ｆ おしゃれクリップ

わかる なるなんて

真犯人フラグ　ー真相編ー

ＹＢＣお天気情報 ＹＢＣお天気情報 週間天気予報

23

ｎｅｗｓ　ｚｅｒｏ 千鳥かまいたちアワー

Ｇｏｉｎｇ！　Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ

24

月曜から夜ふかし 超無敵クラス それって実際どうなの課 モクドラＦ「ケイ×ヤク－あぶ

23

ｎｅｗｓ　ｚｅｒｏ ｓｍａｓｈ．　ｐｒｅｓｅｎｔ マツコ会議

ｓ　ＭＵＳＩＣ　ＢＬＯＯＤ ダウンタウンのガキの使いやあ

らへんで！

25

あっぷるタイム やまがたサンデー５ あっぷるタイム

24
ない相棒－」

バズリズム０２

いろはに千鳥 オードリーさん、ぜひ会ってほ 浜ちゃんが！ １×８いこうよ！

ＹＢＣお天気情報 ショップジャパン

25

しい人がいるんです。 ルパン三世ＰＡＲＴ６ ＮＮＮドキュメント’２２

ング

トライステージテレショップ ショップジャパン 特選街テレビショッピング あっぷるタイム ハーブ健康本舗テレビショッピ

ショップジャパン

ショップジャパン

ＹＢＣお天気情報

26

ＹＢＣお天気情報

日テレＮＥＷＳ２４

日テレＮＥＷＳ２４

26

ＹＢＣお天気情報 ＹＢＣお天気情報 ＹＢＣお天気情報

日テレＮＥＷＳ２４ 日テレＮＥＷＳ２４ ＹＢＣお天気情報 日テレＮＥＷＳ２４

2/26(土) 2/27(日)

28 28

2/21(月) 2/22(火) 2/23(水) 2/24(木) 2/25(金)

1/1


