
31 31 その他　4 31
35 35 　報道　5 35
40 40 40
41 その他　4 その他　4 その他　4 その他　4 その他　4 通販　30 41
45 　報道　5 　報道　5 　報道　5 　報道　5 　報道　5 45
50 その他　5 50
55 通販　150 　報道　5 55

10 通販　30

教養　5 字幕

15 15 15
20 教育　15 20
30 報道　75 教養　40 教育　35 30 30
50 娯楽　7 字幕 通販　30 50

娯楽　80 報道　45

報道　240 教養　64 娯楽　7 教養　8

教養　170 教育　34

教育　160 報道　12 教養　1 教育　2

教育　30 字幕

教育　30 字幕

30 30
8 娯楽　31 8

娯楽　35 字幕 報道　38 教養　28 教育19 報道　60

報道　195 字幕 教養　48

教養　430 25 教育　36

教育　65 教養　15
40

教養　15

55 55 55
娯楽　20 教養　10

25 その他　5 25
30 娯楽　25 通販　30 通販　30 通販　30 教養　25 30 娯楽　60 30
55 教養　25 55 教育　30 通販　55 55

教育　5 通販　30 通販　30 通販　30

20 　報道　5 20 　報道　5 20

報道　15 教養　10 報道　13 教養　1 教育1 報道　5

30 字幕 30
報道　60 教養　10 教育5 字幕 40 報道　13 教養　1 教育1

その他　5 字幕

教養　60 字幕 解説 教養　15

55 　報道　5 55
娯楽　460

報道　40 娯楽　75 娯楽　20 教養　25 教育　10

55 教養　100 教養　40 　報道　5 55
教育　40

娯楽　20 教養　19 教育　16

55 その他　5 55
娯楽　170 字幕

30 報道　200 娯楽　30 教養　15 教育　10 30
55 教養　145 娯楽　30 教養　15 教育　15 　報道　5 55

教育　60

30 娯楽　50 30
50 娯楽　10 教養　10 教育　10 教養　25 50

報道　144 字幕 通販　30 教育　10

20 教養　48 20 娯楽　25 20
教育　48 娯楽　25 字幕 解説 教養　15

教育 5 教育　15 娯楽　10 教養　10 教育　10

50 50
55 娯楽　23 娯楽　120 55 その他　5 55

報道　6 報道　30 教養　15

10 教養　14 教養　56 報道　20 教養　3 教育　3 　報道　5 10
15 教育　13 教育　52 字幕 15
26 通販　7 26 　報道　4 教育　15 26
30 30 30
53 娯楽　30 字幕 娯楽　30 字幕 解説 53

報道　65 教養　20 教育　25 字幕

15 娯楽　30 字幕 報道　28 教養　17 教育　10 15
30 報道　135 30 字幕 30

教養　45 娯楽　15 字幕

教育　45 教養　15 娯楽　1 教養　2 教育　2

字幕

娯楽　36 字幕 娯楽　56 字幕 娯楽　36 字幕 娯楽　15 字幕

教養　24 娯楽　31 字幕 教養　20 娯楽　28 教養　14 教育　14 娯楽　30 教養　10 教育　16 教養　38

教養　25 字幕 字幕 教育　5

56 56 56
58 娯楽　58 字幕 娯楽　43 字幕 娯楽　37 字幕 娯楽　5 字幕 58

娯楽　35 教養　18 教育　5 教養　15 教養　21 教養　28 娯楽　45 字幕

娯楽　36 教養　19 教育　5 字幕 教育　25 教養　11

54 字幕 54 　報道　6 　報道　6 　報道　6 　報道　6 　報道　6 　報道　6 54

娯楽　30 字幕 娯楽　54 字幕 娯楽　25 字幕 娯楽　114 字幕 娯楽　34 字幕

娯楽　40 字幕 教養　24 教養　24 娯楽　54 字幕 教養　20

教養　14 教育　5

54 　報道　6 　報道　6 　報道　6 　報道　6 54 その他　6 その他　6 54

娯楽　60 字幕 娯楽　30 字幕 娯楽　60 字幕 解説 娯楽　60 字幕 娯楽　54 字幕 解説 娯楽　30 字幕

30 教養　24 30
54 教育　6 54 　報道　6 　報道　6 娯楽　55 字幕 解説 54

25 報道　188 字幕 娯楽　30 字幕 娯楽　30 字幕 25
教養　24 30

教育　24 報道　48 字幕 娯楽　25 字幕 娯楽　30 字幕

55 教養　6 55 55
59 教育　6 娯楽　30 字幕 59

娯楽　55 字幕 娯楽　55 字幕 報道　40

30 娯楽　55 字幕 娯楽　55 字幕 30 教養　30 30
54 娯楽　60 教育　20 54
55 娯楽　30 娯楽　30 字幕 娯楽　15 字幕 55 55

娯楽　30 字幕 教養　15 報道　5 教養　10 教育　15

24 娯楽　30 字幕 24
25 その他　6 その他　6 教育　15 その他　6 25 　報道　5 25
30 30 その他　5 通販　30 30
35 通販　30 通販　30 通販　30 35 通販　30 35
39 39 通販　30 39
55 通販　30 　報道　5 55

　報道　5 　報道　5

5 通販　30 5 5 通販　30 報道　97 5
9 報道　94 9 報道　94 通販　30 教養　32 9
30 　報道　5 教養　31 通販　30 教養　31 30 　報道　5 教育　32 30
35 教育　31 教育　31 35 35
39 報道　76 39 報道　5 報道　81 39
40 教養　25 報道　5 40 教養　27 40
44 教育　25 44 報道　67 教育　27 44

27 報道　71 教養　22 27
教養　23 教育　22

31 教育　23 31
41 41
50 50

26

28

月曜日 火曜日 水曜日

17

18

19

30

55

25

25

40

25

40

45

10

24

25

10

20

21

22

11

12

13

14

15

16

金曜日 土曜日 日曜日

23

5

6

7

9

4

木曜日

15

30

Ｏｈａ！４　ＮＥＷＳ　ＬＩＶＥ
テレビショッピングズームイン！！サタデー

テレビショッピング

25

40

25

40

45

10

15

30

22

23

24

25

26

28

テレビショッピング

テレビショッピング

やまがたサンデー５

55

25

4

5

6

7

9

10

11

12

30

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ＺＩＰ！

ニノさんテレビショッピングテレビショッピング

スッキリ ウェークアップ！ぷらす

やまがた発！旅の見聞録

広報プログラム

カオログ

ＮＮＮニュースサンデー

日本のチカラ

所さんの目がテン！

シューイチ

俳優・春田純一の職人旅

ＹＢＣお天気情報やまがた東西南北 ＮＮＮ　ストレイトニュース

和風総本家秘密のケンミンＳＨＯＷ極 テレビショッピング あっぷるタイム
土曜ロータリー

テレビショッピング テレビショッピングテレビショッピング

ＹＢＣお天気情報ＹＢＣお天気情報

ヒルナンデス！

ＮＮＮ　ストレイトニュースＮＮＮ　ストレイトニュース

キユーピー３分クッキング

ＹＢＣお天気情報
土曜スペシャル １ ソレダメ！

ＹＯＵは何しに日本へ？
ＹＢＣお天気情報

情報玉手箱

ハウジング･ロード

有吉ゼミ

ＹＢＣお天気情報

おうちでつくってみ～よ
ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ．サタデー

やまがたサンデー５

情報ライブ　ミヤネ屋
日曜スペシャル１

土曜スペシャル ２

日曜スペシャル２

ピヨ卵ワイド

ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ． テレビショッピング

それいけ！アンパンマン
日曜スペシャル３

ピヨ卵ワイド

しゃべくり００７ 恋はＤｅｅｐに幸せ！ボンビーガール おしゃれイズム

沸騰ワード１０踊る！さんま御殿！！ 世界一受けたい授業ぐるぐるナインティナイン
世界の果てまでイッテＱ！

一億人の大質問！？笑っ
てコラえて！

世界まる見えテレビ特捜

ニューススポット ニューススポット ニューススポット
秘密のケンミンＳＨＯＷ極ザ！世界仰天ニュース人生が変わる１分間の深

イイ話

ＹＢＣお天気情報 ＹＢＣお天気情報 ＹＢＣお天気情報
ダウンタウンＤＸ

人生が楽しくなる最新テク

ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！ＴＨＥ突破ファイル クイズ！あなたは小学５年
生より賢いの？

ニューススポット ＹＢＣお天気情報 ＹＢＣお天気情報

ＹＢＣお天気情報

ＭＵＳＩＣ　ＢＬＯＯＤｎｅｗｓ　ｚｅｒｏ マツコ会議

ｎｅｗｓ　ｚｅｒｏ 有吉反省会

ウチのガヤがすみませ
ん！

ネメシス
ＹＢＣお天気情報 週間天気予報

あっぷるタイム あっぷるタイム あっぷるタイムやまがたサンデー５

オードリーさん、ぜひ会っ
てほしい人がいるんです。

テレビショッピング
テレビショッピングテレビショッピング テレビショッピングテレビショッピング あっぷるタイム

１×８いこうよ！いろはに千鳥 浜ちゃんが！

ＹＢＣお天気情報

テレビショッピング
テレビショッピング

テレビショッピング テレビショッピング 日テレＮＥＷＳ２４
ＹＢＣお天気情報

ＹＢＣお天気情報ＹＢＣお天気情報
テレビショッピング日テレＮＥＷＳ２４

土曜日 日曜日

日テレＮＥＷＳ２４ 日テレＮＥＷＳ２４ＹＢＣお天気情報
ＹＢＣお天気情報

日テレＮＥＷＳ２４
日テレＮＥＷＳ２４

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

日テレＮＥＷＳ２４
テレビショッピング

ＹＢＣお天気情報 ＹＢＣお天気情報

ＹＢＣお天気情報 ＹＢＣお天気情報 ＹＢＣお天気情報 ＹＢＣお天気情報

24HTVチャリリポ

オープニング
ＹＢＣお天気情報

山形放送　2021年04月期基本番組分類ﾀｲﾑﾃｰﾌﾞﾙ

オープニング オープニング オープニング オープニング オープニング
ＹＢＣお天気情報

オープニング
ＹＢＣお天気情報

ＹＢＣお天気情報

ぷにゅん！

ぷにゅん！

ニュースサン

ぷにゅん！ ぷにゅん！

今夜くらべてみました

有吉の壁

真相報道　バンキシャ！

笑点

行列のできる法律相談所金曜ロードＳＨＯＷ！

土曜スペシャル ３

Ｉ　ＬＯＶＥ　みんなのどうぶ
つ園

１億３０００万人のＳＨＯＷ
チャンネル

コントが始まる

ＥＤＥＮＳ　ＺＥＲＯ（エデン
ズゼロ）

ダウンタウンのガキの使い
やあらへんで！

ＹＢＣ　ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ．

ハクション大魔王２０２０
ＮＮＮ　ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ．

満天☆青空レストラン

名探偵コナン

たけしのニッポンのミカタ

ヒューマングルメンタリー
オモウマい店

Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ
カラフラブル～ジェンダー
レス男子に愛されていま

それって実際どうなの課月曜から夜ふかし

ＮＮＮドキュメント

バズリズム０２


