
通常放送 番組名 変更後

09:30-10:00 韓国ドラマ「嵐の女」
休止：7/12(水)～
次回放送⇒7/28(金)

10:30-11:25 韓国ドラマ「ホジュン」
休止：7/17(月)～
次回放送⇒7/31(月)

12:00-12:30 猫のひたいほどワイド
休止：7/10(月)～
次回放送⇒8/1(火)

13:00-13:30 木下恵介シリーズ「兄弟」
休止：7/12(水)～
次回放送⇒7/28(金)

14:00-14:55 時代劇「御家人斬九郎」
休止：7/12(水)～
次回放送⇒7/25(火)※高校野球順延時休止

15:25-15:55 韓国ドラマ「ずっと恋したい」
休止：7/11(火)～
次回放送⇒7/25(火)※高校野球順延時休止

16:25-16:30 チュバチュバワンダーランド
休止：7/11(火)～
次回放送⇒7/25(火)

16:30-17:00 情報番組マチコミ
休止：7/10：(月) ～
次回放送⇒7/26(水)

17:00-17:30 アイシールド21
休止：7/11(火)～
次回放送⇒7/27(木)

18:15-18:30 チュバチュバワンダーランド 休止：7/12.14.19.21.26(水・金)

18:30-19:00 幽☆遊☆白書
休止：7/10(月)～
次回放送⇒7/28(金)

22:00-22:30 韓国ドラマ「不屈の婿」
休止：7/11(火)～
次回放送⇒7/31(月)

14:00-15:00 JRA競馬中継
休止：7/15、16、22、23(土、日)
次回放送⇒7/29(土)

15:55-16:00 チュバチュバワンダーランド
休止：7/15、16、22、23(土、日)
次回放送⇒7/29(土)

通常放送 番組名 変更後

08:30-09:00 Ｊソングアワー
放送時間変更
7/17(祝月)08:30～⇒同日17:00～

17:30-18:00 夢のクレヨン王国
休止：7/17.24
次回放送⇒7/31(月)

19:00-19:55 海外ドラマ「私はラブ・リーガル３」
休止：7/17(月)
次回放送⇒7/24(月)

23:00-24:00 ニュース女子
放送時間変更
7/17.24(月)23:00～⇒同日24:00～

24:30-25:00 バラエティ「趣味バカ」
放送日変更
7/17(月)24:30～⇒7/20(木)25:00～
7/24(月)24:30～⇒7/27(木)25:00～

通常放送 番組名 変更後

08:30-09:00 みんなの笑待夢～ショータイム～
放送時間変更
7/18(火)⇒同日17:00～

17:30-18:00 おそ松くん
休止：7/11、18
次回放送⇒7/25(火)

21:30-22:00 村口史子のグッドゴルフ[再]
休止：7/11、18、25、8/1(火)
次回放送⇒8/8(火)

23:00-23:30 白黒アンジャッシュ
放送時間変更
7/11、18、25(火)⇒同日21:00～

【帯番組】

【火曜番組】

【月曜番組】



通常放送 番組名 変更後

08:30-09:00 唄声チャチャチャ
放送時間変更
7/12、19(水)⇒同日08:00～

10:30-11:00 いい伊豆みつけた
放送時間変更
7/12、19、26(水)⇒同日17:00～

11:30-11:45 燃える男 中畑清の1・2・3絶好調[再]
放送時間変更
7/12、19、26(水)⇒同日18:15～

12:30-13:00 タカラヅカ café break
休止：7/12、19、26(水)
次回放送⇒8/2(水)

17:30-18:00 仮面ライダー ドライブ
休止：7/12、19(水)
次回放送⇒7/26(水)

21:00-21:30 牧野裕のEnjoy Golf[再]
休止：7/12、19、26、8/2(水)
次回放送⇒8/9(水)

22:30-23:00 週刊バイクTV
放送時間変更
7/12、19、26(水)⇒同日21:00～

24:00-24:30 JOYnt！
休止：7/19、26(水)
次回放送⇒8/2(水)

通常放送 番組名 変更後

08:30-09:00 知里のミュージックエッセンスPartⅡ
放送時間変更
7/13、20(木)⇒同日17:00～

10:30-11:00 知事定例記者会見
休止：7/13、20、27(木)
次回放送⇒8/3(木)

11:00-11:25 ほっと！ヒット！歌謡曲
休止：7/13、20、27(木)
次回放送⇒8/3(木)

17:30-18:00 キテレツ大百科
休止：7/13、20(木)
次回放送⇒7/27(木)

21:00-21:30 チーム大地のゴルフON&ON
休止：7/13、20、27、8/3、8/10(木)
次回放送⇒8/17(木)

22:00-22:25 ちば経済最前線
放送時間変更
7/27(木)⇒同日21:00～

24:00-24:30 ブキウギ専務
休止：7/20、27(木)
次回放送⇒8/3(木)

25:00-25:30 猫侍SEASON2
休止：7/20、27(木)
次回放送⇒8/3(木)

通常放送 番組名 変更後

08:45-09:00 方言彼氏[再]
休止：7/14、21(金)
次回放送⇒7/28(金)

10:30-11:00 ごちそうライフ３[再]
休止：7/14、21(金)
次回放送⇒7/28(金)

11:30-11:50
17:00-17:20

グッと！金ようび
休止：7/14、21(金)
次回放送⇒7/28(金)

12:00-12:30 韓国ドラマ「狂気の愛」
休止：7/14、21(金)
次回放送⇒7/28(金)

17:30-18:00 ルパン三世Part２
休止：7/14、21(金)
次回放送⇒7/28(金)

22:00-22:15 おじゃまします市町村街かどクイズ
放送時間変更
7/14、21(金)⇒同日18:15～

22:15-22:30 ホリプレゼンツ’求人任三郎’が行く！
放送日時変更
7/14、21(金)⇒7/15、22(土)18:05～

22:30-23:00 ナイツのHIT商品会議室
放送日時変更
7/14、21(金)⇒7/13、20(木)21:00～

23:30-24:00 ジャルっと！爆ハリ！
放送時間変更
7/14、21(金)⇒同日24:00～

24:00-24:30 銀魂
休止：7/14、21(金)
次回放送⇒7/28(金)

【水曜番組】

【木曜番組】

【金曜番組】



通常放送 番組名 変更後

08:30-08:40 目からウロコ
放送時間変更
7/15、22(土)⇒同日08:00～

08:40-08:45 レッツ・カンドゥー！
放送時間変更
7/15、22(土)⇒同日08:10～

08:45-09:00 ゴスペルアワー
放送時間変更
7/15、22(土)⇒同日08:15～

09:30-10:00 とちぎ発！旅好き！
休止：7/15(土)
次回放送⇒7/22(土)※高校野球順延時休止

10:30-11:00 ビジネスフラッシュ 2nd Stage
放送時間変更
7/15、22(土)⇒同日21:00～

11:30-12:00 ごちそうライフ３
放送時間変更
7/15、22(土)⇒同日17:00～

12:30-13:00
元木大介がセレクト！
ビジネス隠し玉企業2017

放送時間変更
7/15、22(土)⇒同日20:30～

13:15-13:30 首都圏経済人～地域と歩む～
放送日変更
7/22(土)⇒7/29(土)13:15～

16:00-17:00 韓国ドラマ「ルビーの指輪」
休止：7/15、22(土)
次回放送⇒7/29(土)

17:30-17:55 スポーツ☆イチバン[再]
放送時間変更
7/15、22(土)⇒16、23(日)18:05～

18:05-18:55 熱血BO-SO TV
休止：7/15、22(土)
次回放送⇒7/29(土)

20:30-21:25 京都国宝浪漫
休止：7/15(土)～
次回放送⇒未定

22:15-22:30 燃える男 中畑清の1・2・3絶好調
放送時間変更
7/15(土)⇒同日23:15～、22(土)⇒同日19:00～
7/29(土)⇒同日22:30～

23:30-23:55 ベストヒットUSA
休止：7/15、22(土)
次回放送⇒7/29(土)

通常放送 番組名 変更後

08:30-08:45 戦国鳥獣戯画[再]
休止：7/16、23(日)
次回放送⇒7/30(日)

08:45-09:00 やまがた発！旅の見聞録
放送時間変更
7/16、23(日)⇒同日08:30～

09:30-10:00 竹島宏の歌MAX
放送時間変更
7/16、23(日)⇒同日08:00～

10:30-10:50 房総プロムナード[再]
休止：7/16、23(日)
次回放送⇒7/30(日)

11:00-11:30 日本の馬術家と音楽家のコンペティション
放送時間変更
7/16、23(日)⇒同日16:30～

12:00-12:30
Ｇｉｒｌｓ’Ｔａｌｋ Ｔｒｉｐ～ジョナサンと女子力UP
の旅

休止：7/16、23(日)
次回放送⇒7/30(日)

13:00-14:00 韓国ドラマ「朱蒙」
休止：7/16、23(日)
次回放送⇒7/30(日)

16:00-17:55 ザ・カラオケトライアル[再]
休止：7/16、23(日)
次回放送⇒7/30(日)

18:05-19:00 浅草お茶の間寄席
休止：7/16、23(日)
次回放送⇒7/30(日)

19:00-19:50 熱血BO-SO TV[再]
休止：7/16、23(日)
次回放送⇒未定

22:00-22:30 村口史子のグッドゴルフ
放送時間変更
7/16、23(日)⇒同日19:00～

22:30-23:00 牧野裕のEnjoy Golf
放送時間変更
7/16、23(日)⇒同日19:30～

【土曜番組】

【日曜番組】


