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2018年４月期　編成基本番組表
日
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26 26 26

27 27 27

28 28 28

29 29 29

日月 火 水 木 金 土

20 娯楽40
バイプレイヤーズ

59 娯楽55

木曜ドラマ Ｆ
「ラブリラン」

30 娯楽55

日曜ドラマ
崖っぷちホテル！

00 娯楽60

水曜ドラマ 正義のセ

00 娯楽54

土曜ドラマ Missデビル
～人事の悪魔・椿眞子

00      教養40 教育30 娯楽75

日曜パラダイス

30 教養30 娯楽60

土曜パラダイス

40 いきいき新潟 教養5

00 教養20 教育27 娯楽38

土曜ロータリー

10  その他:通販30
TeNYスペシャル

30             その他:通販30
TeNYスペシャル

40   ２４時間テレビリポート 教養5

45  その他:通販30
TeNYスペシャル

50  その他:通販150
TeNYスペシャル 00  その他:通販30

TeNYスペシャル
15  娯楽30

ポケモンの家あつまる？20                                 報道75 教養40 教育35
Ｏｈａ！４ ＮＥＷＳ ＬＩＶＥ 30 報道45 教養64 教育34 娯楽7

ズームイン！！サタデー 45  教養15 娯楽15
ＴＨＥ・フィッシング50   報道240 教養170 教育160 娯楽80

ＺＩＰ！

15 NNNﾆｭｰｽ・ｻﾝﾃﾞｰ 報12 養2 育1

00   教育30
所さんの目がテン！

30 報道50 教養40 教育30 娯楽25

シューイチ
00     報道38 教養19 教育28

ウェークアップ！ぷらす

00   報道195 教養430 教育65 娯楽35
スッキリ

25           ぱっとみ！ その他5

30  娯楽30
ポケットモンスターサン＆ムー

55   娯楽90

誰だって波瀾爆笑
25  その他:通販120

TeNYスペシャル
25                 娯楽60

主治医が見つかる診療所
55  その他:通販90

TeNYスペシャル
55            教育5 娯楽25

それいけ！アンパンマン

25  ぱっとみ！ その他15 25 てっと君のひみつ 養1 育1 娯3 25      県からのお知らせ 教養525  報道13 教養1 教育1
ＮＮＮ ストレイトニュース 30  ＮＮＮストレイトニュース 報8養1育130   ＮＮＮ ストレイトニュース 報道90 教養5 教育5

40    報道11教養27教育8娯楽4

新潟一番サンデープラス

50  Ｏｈ!すすめＴｅＮＹ 娯楽10 50         ぱっとみ その他5 50  Ｏｈ!すすめＴｅＮＹ 娯楽5 50         ぱっとみ その他5

55  報道40 教養100 娯楽460

ヒルナンデス！

00            教養15 娯楽75

メレンゲの気持ち
30  教養10 教育15 娯楽35

スクール革命！

30        教養30 教育20 娯楽40

そこまで言って委員会ＮＰ
55   報道200 教養145 教育55 娯楽165

情報ライブ ミヤネ屋

48  報道25 教養180 教育45 娯楽60
夕方ワイド新潟一番 １部

50   報道190 教養65 教育60
夕方ワイド新潟一番 ２部 00      報道18 教養6 教育6

ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．サタデー

25  とことんアルビ！！ 報道4 教育1
30  娯楽30

僕のヒーローアカデミア
30  娯楽30

笑点

53  報道200 教養70 教育65
夕方ワイド新潟一番 ３部 00   娯楽30

名探偵コナン
00  報道28 教養10 教育17

真相報道 バンキシャ！
30           教養15 娯楽15

満天☆青空レストラン
55   ＰＯＷＥＲフレーズ 教養2 娯楽3

00   教養17 娯楽39

火曜サプライズ

00  教養16 教育5 娯楽35

１周回って知らない話

00   教養16 娯楽40

あのニュースで得する人損する
人

00      教養20 娯楽36

沸騰ワード１０

00    教養10 教育16 娯楽30

天才！志村どうぶつ園

00  教養38 教育5 娯楽15

ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！

00             教養24 娯楽36

有吉ゼミ

56   娯楽58

踊る！さんま御殿！！

56  教養18 教育5 娯楽35

１億人の大質問！？笑ってコラえ
て！

56  教養15 娯楽43

ぐるぐるナインティナイン

56     教養20 教育20 娯楽18

超問クイズ！真実か？ウソか？

56     教養28 教育25 娯楽5

世界一受けたい授業

58           教養11 娯楽45

世界の果てまでイッテＱ！

00 教養19 教育5 娯楽36

世界まる見え！テレビ特捜部

54  ＴｅＮＹニュース 報道20 教養4 54                         ＴｅＮＹニュース 報道10 教養2
00  教養14 娯楽40

人生が変わる１分間の深イイ話

00   教養24 娯楽30

ザ！世界仰天ニュース

00   娯楽54

今夜くらべてみました

00  教養24 教育5 娯楽25

秘密のケンミンＳＨＯＷ

00  娯楽54

嵐にしやがれ

00           教養20 娯楽34

行列のできる法律相談所

00 娯楽114

金曜ロードＳＨＯＷ！

54  ＴｅＮＹニュース 報道2 教養1

54 リコピン／アナ田ユウ太郎 娯楽6 54  てとてと天気 報道12 54  てとてと天気 報道1257  てとてと天気 報道3

00  娯楽30
おしゃれイズム

00  娯楽60

しゃべくり００７

00        教養24 教育6 娯楽30

幸せ！ボンビーガール

00   娯楽60

ダウンタウンＤＸ

54  てとてとウェザー 報道6 54   新潟一番サタデー 娯楽6

00  教養5 教育5 娯楽20
アナザースカイ

00   娯楽30
マツコ会議

00 報道188 教養24 教育24

ＮＥＷＳ ＺＥＲＯ
25   娯楽30

ダウンタウンのガキの使いや
あらへんで！

30   娯楽25
有吉反省会

30        報道48 教養6 教育6

ＮＥＷＳ ＺＥＲＯ
55  報道20教養15教育10娯楽15  

Ｇｏｉｎｇ！ Ｓｐｏｒｔｓ＆
Ｎｅｗs

55   報道20教養15教育10娯楽15 

Ｇｏｉｎｇ！ Ｓｐｏｒｔｓ
＆

Ｎｅｗｓ

59   娯楽55

月曜から夜ふかし

59   娯楽55

ウチのガヤがすみません！

59   教養10 娯楽45

ナカイの窓

59                   娯楽60

バズリズム02

54  アナ田ユウ太郎 娯楽5 54  Ｏｈ！すすめＴｅＮＹ 娯楽5 54    アナ田ユウ太郎／リコピン（再） 娯楽10
55  娯楽25

ケンミン発掘プロジェクト！
55       報道5 教養10 教育15

ＮＮＮドキュメント’18
59  娯楽30
ＮＧＴ４８のにいがったフレン
ド！

59  娯楽30
ＡＫＢＩＮＧＯ！

59  娯楽30
採用！フリップＮＥＷＳ

59                  娯楽30
じっくり聞いタロウ

～スター近況㊙報告～
25  娯楽30

にけつッ！！

59 娯楽27
オードリーさん、ぜひ会ってほしい人

29  娯楽30
浜ちゃんが！

29       娯楽30
ニノさん

29  教養5 娯楽25
東野・岡村の旅猿１２

29  娯楽30
ガリゲル

55  その他:通販30
TeNYスペシャル

26  カウントダウン Ｈｕｌｕ 娯楽3

59  その他:通販90
テレビショッピング

59  娯楽30
神伝説を残す男たち

１０神アクター

00  その他:通販30
テレビショッピング

25  その他:通販30
TeNYスペシャル

29  その他:通販150
テレビショッピング

30  その他:通販30
テレビショッピング

59  報道45 教養23 教育23

日テレＮＥＷＳ２４

59      報道55 教養28 教育28

日テレＮＥＷＳ２４

59  報道55 教養28 教育28

日テレＮＥＷＳ２４

59  報道55 教養28 教育28

日テレＮＥＷＳ２４

59  報道55 教養28 教育28

日テレＮＥＷＳ２４

00     報道34 教養18 教育18

日テレＮＥＷＳ２４

30 教養5 娯楽25
東野・岡村の旅猿（再）

00 教養30 教育30 娯楽60

ビッグサタデー

45 サタデースペシャル 教養10 教育5

30  娯楽29
プラチナプラス

25  地名ハンターα    教養2 娯楽3

(M) マイクロ　 (V) VTR　　    (V) 番組ﾊﾞﾝｸ   (V) CMﾊﾞﾝｸ　　 (L) ライブ　 (R）リモート 二重枠＝日付先頭番組


