
8月16日(月)

教育

娯楽
0:00 0:30 機動戦士ガンダムＳＥＥＤ

娯楽
23:00 23:30 関内デビル

教養23:30 0:00 ＯＮＧＡＸ

通販22:30 23:00 ショップジャパン

教養

教育

教養

娯楽

22:00 22:30 いろはに千鳥

報道21:30 21:55 ｎｅｗｓチバ

娯楽21:55 22:00 ローモバアイドルチャレンジＴＶ

教養

娯楽
21:00 21:30 ドシラソファミレオン♪

教養20:00 20:55 カラオケ大賞

報道20:55 21:00 天気予報

教育18:45 19:00 チュバチュバワンダーランド

娯楽19:00 20:00 もう涙は見せない

報道18:00 18:15 ｎｅｗｓチバ

通販18:15 18:45 生活情報

教育17:00 17:30 夏休みアニメスペシャル　うる星やつら＜ＨＤリマスター版＞

教育17:30 18:00 ＳＳＳＳ．ＤＹＮＡＺＥＮＯＮ

教育

教養

16:30 17:00 情報番組　マチコミ

通販16:00 16:30 生活情報

報道

報道15:25 15:30 ｎｅｗｓチバ

娯楽15:30 16:00 はるちゃん５

娯楽14:00 14:55 新必殺仕事人

通販14:55 15:25 生活情報

娯楽
13:00 13:30 おやじ太鼓

通販13:30 14:00 生活情報

通販12:30 13:00 生活情報

教養

教養

娯楽
12:00 12:30 猫のひたいほどワイド

通販11:25 11:55 生活情報

報道11:55 12:00 おいしい天気予報

通販10:25 10:55 ★痛快！買い物ランド　ショップ島★

娯楽10:55 11:25 もう一度始めよう

通販9:00 9:30 生活情報

娯楽9:30 10:25 オクニョ　運命の女（ひと）

通販8:00 8:30 生活情報

教養8:30 9:00 ミュージック・シャワー

報道

教養
7:30 8:00 ちば朝ライブ　モーニングこんぱす

報道

教養
6:45 7:30 ちば朝ライブ　モーニングこんぱす

通販6:00 6:30 生活情報

教育6:30 6:45 チュバチュバワンダーランド

通販5:00 5:30 ショップジャパン

報道5:30 6:00 ＢＢＣワールドニュース

千葉テレビ放送株式会社　2021年8月第3週　番組種別　【メイン】

放送日 開始時間 終了時間 番組名 番組区分



8月17日(火)

教育
0:00 0:30 日常

娯楽
23:00 23:30 あんぎゃでござる！！

通販23:30 0:00 ショップジャパン

報道22:55 23:00 天気予報

教養

教養

娯楽
22:30 22:55 太田上田

教養

娯楽

22:00 22:30 白黒アンジャッシュ

教養21:55 22:00 カワウソちぃたん☆が行くホントの日本

教育

教育21:25 21:30 ちば美彩

報道21:30 21:55 ｎｅｗｓチバ

教養
19:00 21:10 マリーンズナイター

通販21:10 21:25 ショップジャパン

教育18:45 19:00 チュバチュバワンダーランド

教育

報道18:00 18:15 ｎｅｗｓチバ

通販18:15 18:45 ショップジャパン

教育17:00 17:30 夏休みアニメスペシャル　うる星やつら＜ＨＤリマスター版＞

教育17:30 18:00 わがまま☆フェアリー　ミルモでポン！

教育

教養

16:30 17:00 情報番組　マチコミ

通販16:00 16:30 生活情報

報道

報道15:25 15:30 ｎｅｗｓチバ

娯楽15:30 16:00 はるちゃん５

娯楽14:00 14:55 新必殺仕事人

通販14:55 15:25 ショップジャパン

娯楽
13:00 13:30 おやじ太鼓

通販13:30 14:00 生活情報

通販12:30 13:00 生活情報

教養

教養

娯楽
12:00 12:30 猫のひたいほどワイド

通販11:25 11:55 生活情報

報道11:55 12:00 おいしい天気予報

通販10:25 10:55 生活情報

娯楽10:55 11:25 もう一度始めよう

通販9:00 9:30 生活情報

娯楽9:30 10:25 オクニョ　運命の女（ひと）

通販8:00 8:30 生活情報

教養8:30 9:00 歌謡最前線

報道

教養
7:30 8:00 ちば朝ライブ　モーニングこんぱす

報道

教養
6:45 7:30 ちば朝ライブ　モーニングこんぱす

通販6:00 6:30 生活情報

教育6:30 6:45 チュバチュバワンダーランド

通販5:00 5:30 ★痛快！買い物ランド　ショップ島★

報道5:30 6:00 ＢＢＣワールドニュース

通販2:00 2:30 生活情報

報道2:30 2:34 おやすみＪＡＧＵＡＲ　天気予報

教養1:00 1:30 ＯＮＧＡＸ

娯楽1:30 2:00 ダイヤモンド☆コレクション

教育

娯楽
0:30 1:00 夏休みアニメスペシャル　ぶらどらぶ



8月18日(水)

教育
0:30 1:00 夏休みアニメスペシャル　ぶらどらぶ

教育

娯楽
0:00 0:30 咲－ｓａｋｉ－

娯楽
23:00 23:30 いたくろここなのオンとオフ

通販23:30 0:00 ショップジャパン

教養22:30 23:00 週刊バイクＴＶ

教養

教養21:55 22:00 ちば歴史散歩

娯楽22:00 22:30 水曜どうでしょう

教養
21:00 21:30 牧野裕のＥｎｊｏｙ　Ｇｏｌｆ

報道21:30 21:55 ｎｅｗｓチバ

教養20:30 21:00 宝塚カフェブレイク

教育

教養
19:00 20:00 Ｒａｉｌｗａｙ　Ｓｔｏｒｙ

通販20:00 20:30 生活情報

教育18:45 19:00 チュバチュバワンダーランド

教育

報道18:00 18:15 ｎｅｗｓチバ

通販18:15 18:45 ショップジャパン

教育17:00 17:30 夏休みアニメスペシャル　うる星やつら＜ＨＤリマスター版＞

教育17:30 18:00 黒子のバスケ

報道

教育

教養

16:30 17:00 情報番組　マチコミ

娯楽15:30 16:00 はるちゃん５

通販16:00 16:30 生活情報

通販14:55 15:25 生活情報

報道15:25 15:30 ｎｅｗｓチバ

通販13:30 14:00 生活情報

娯楽14:00 14:55 新必殺仕事人

教養

娯楽
13:00 13:30 おやじ太鼓

娯楽
12:00 12:30 猫のひたいほどワイド

通販12:30 13:00 生活情報

報道11:55 12:00 おいしい天気予報

教養

娯楽10:55 11:25 もう一度始めよう

通販11:25 11:55 生活情報

娯楽9:30 10:25 オクニョ　運命の女（ひと）

通販10:25 10:55 生活情報

報道8:55 9:00 天気予報

通販9:00 9:30 生活情報

教養
7:30 8:00 ちば朝ライブ　モーニングこんぱす

教養8:00 8:55 カラオケ大賞

教養
6:45 7:30 ちば朝ライブ　モーニングこんぱす

報道

教育6:30 6:45 チュバチュバワンダーランド

報道

報道5:30 6:00 ＢＢＣワールドニュース

通販6:00 6:30 生活情報

報道2:00 2:04 おやすみＪＡＧＵＡＲ　天気予報

通販5:00 5:30 生活情報

通販1:00 1:30 生活情報

通販1:30 2:00 生活情報

教育

娯楽
0:30 1:00 夏休みアニメスペシャル　ぶらどらぶ

娯楽
0:00 0:30 日常



8月19日(木)

娯楽
1:00 1:30 ブギウギ専務

娯楽
0:30 1:00 夏休みアニメスペシャル　ぶらどらぶ

教養

娯楽
0:00 0:30 東京喰種√Ａ

教育

通販23:30 0:00 ショップジャパン

教育

教養

娯楽
23:00 23:30 ＪＯＹｎｔ！

娯楽
22:00 22:30 明治東京恋伽

通販22:30 23:00 ショップジャパン

報道21:55 22:00 ビジネススタイル

教養

教育21:20 21:30 ちば美彩

報道21:30 21:55 ｎｅｗｓチバ

教養
19:00 21:05 マリーンズナイター

通販21:05 21:20 ショップジャパン

教育18:45 19:00 チュバチュバワンダーランド

教育

報道18:00 18:15 ｎｅｗｓチバ

通販18:15 18:45 ショップジャパン

教育17:00 17:30 夏休みアニメスペシャル　うる星やつら＜ＨＤリマスター版＞

教育17:30 18:00 ゲゲゲの鬼太郎【第４期】

報道

教育

教養

16:30 17:00 情報番組　マチコミ

娯楽15:30 16:00 はるちゃん６

通販16:00 16:30 生活情報

通販14:55 15:25 生活情報

報道15:25 15:30 ｎｅｗｓチバ

通販13:30 14:00 生活情報

娯楽14:00 14:55 新必殺仕事人

教養

娯楽
13:00 13:30 おやじ太鼓

娯楽
12:00 12:30 猫のひたいほどワイド

通販12:30 13:00 生活情報

報道11:55 12:00 おいしい天気予報

教養

娯楽10:55 11:25 もう一度始めよう

通販11:25 11:55 生活情報

娯楽9:30 10:25 オクニョ　運命の女（ひと）

通販10:25 10:55 生活情報

教養8:30 9:00 知里のミュージックエッセンスＰａｒｔⅡ

通販9:00 9:30 生活情報

教養
7:30 8:00 ちば朝ライブ　モーニングこんぱす

通販8:00 8:30 生活情報

教養
6:45 7:30 ちば朝ライブ　モーニングこんぱす

報道

教育6:30 6:45 チュバチュバワンダーランド

報道

報道5:30 6:00 ＢＢＣワールドニュース

通販6:00 6:30 生活情報

報道1:50 1:54 おやすみＪＡＧＵＡＲ　天気予報

通販5:00 5:30 生活情報

娯楽1:00 1:20 ホリＢｕｚｚＴＶ～ホリをバズらせろ・千葉編

通販1:20 1:50 生活情報

娯楽
0:30 1:00 夏休みアニメスペシャル　ぶらどらぶ



8月20日(金)

娯楽
0:30 1:00 夏休みアニメスペシャル　ぶらどらぶ

娯楽
0:00 0:30 銀魂．

教育

通販23:30 0:00 生活情報

教育

娯楽
22:30 23:00 ナイツのＨＩＴ商品会議室

娯楽23:00 23:30 初情事まであと１時間

娯楽
22:15 22:30 ホリプレゼンツ“求人任三郎”がいく！

教養

教育22:00 22:15 市町村てくてく散歩

教養

報道21:30 21:55 ｎｅｗｓチバ

教育21:55 22:00 みんなで防災～もしもにソナエル～

娯楽20:00 21:00 大岡越前　第６部

娯楽21:00 21:30 金曜競馬ＣＬＵＢ

教育18:45 19:00 チュバチュバワンダーランド

娯楽19:00 20:00 ナイショの恋していいですか！？

報道18:00 18:15 ｎｅｗｓチバ

通販18:15 18:45 ショップジャパン

教育17:00 17:30 夏休みアニメスペシャル　うる星やつら＜ＨＤリマスター版＞

教育17:30 18:00 ルパン三世　ＰＡＲＴ４

報道

教育

教養

16:30 17:00 情報番組　マチコミ

娯楽15:30 16:00 はるちゃん６

通販16:00 16:30 生活情報

通販14:55 15:25 生活情報

報道15:25 15:30 ｎｅｗｓチバ

通販13:30 14:00 生活情報

娯楽14:00 14:55 新必殺仕事人

教養

娯楽
13:00 13:30 おやじ太鼓

教養12:00 12:30 いい伊豆みつけた

通販12:30 13:00 ★痛快！買い物ランド　ショップ島★

通販11:25 11:55 生活情報

報道11:55 12:00 おいしい天気予報

通販10:25 10:55 生活情報

娯楽10:55 11:25 もう一度始めよう

通販9:00 9:30 生活情報

娯楽9:30 10:25 オクニョ　運命の女（ひと）

通販8:15 8:45 生活情報

教養8:45 9:00 魚住りえのカイシャを伝えるテレビ

教養

娯楽
8:00 8:15 燃える男　中畑清の１・２・３絶好調

報道

教養
7:30 8:00 ちば朝ライブ　モーニングこんぱす

報道

教養
6:45 7:30 ちば朝ライブ　モーニングこんぱす

通販6:00 6:30 生活情報

教育6:30 6:45 チュバチュバワンダーランド

通販5:00 5:30 生活情報

報道5:30 6:00 ＢＢＣワールドニュース

通販3:00 3:30 生活情報

報道3:30 3:34 おやすみＪＡＧＵＡＲ　天気予報

娯楽2:00 2:30 真夜中のおバカ騒ぎ！

通販2:30 3:00 生活情報

教養1:30 2:00 ＯＮＧＡＸ



8月21日(土)

通販0:00 0:30 ショップジャパン

通販23:00 23:30 ショップジャパン

教養23:30 0:00 ヘリに挑戦！

教養

娯楽
22:45 23:00 ガレッジセールのオリタラドコ旅

教養

娯楽
22:30 22:45 ホリプロコムものまね軍団オフィスＤＥライブ

教養

娯楽
22:15 22:30 燃える男　中畑清の１・２・３絶好調

教養
21:30 22:00 踊る！チバテレＹＡＧＵＲＡ

教育22:00 22:15 ウィークリー千葉県

通販21:00 21:30 生活情報

教育

報道19:55 20:00 天気予報

娯楽20:00 21:00 大岡越前　第６部

教育

教養
19:00 19:55 高校生レストラン　これからも満席

教育18:05 18:30 日本ふるさと百景

教養18:30 19:00 わが街の夏～旭市七夕市民まつり～

通販17:30 18:00 生活情報

報道18:00 18:05 ｎｅｗｓチバ

報道16:55 17:00 天気予報

教養17:00 17:30 いいね！信州スゴヂカラ

教養15:30 16:00 週刊バイクＴＶ

通販16:00 16:55 ジャパネットたかたテレビショッピング

娯楽14:00 15:00 ＪＲＡ競馬中継

通販15:00 15:30 生活情報

娯楽12:30 13:30 ファン・ジニ

通販13:30 14:00 生活情報

娯楽
11:30 12:00 ＦＩＳＨＩＮＧ　ＬＩＦＥ

通販12:00 12:30 ショップジャパン

通販11:00 11:30 生活情報

教養

通販10:00 10:30 生活情報

教養10:30 11:00 Ｕ字工事の旅！発見

教養

娯楽
9:30 10:00 ガールズハッピースタイル

教養8:45 9:00 ベンチャーの翼が折れる瞬間

通販9:00 9:30 ショップジャパン

教養8:30 8:40 目からうろこ

教育8:40 8:45 どすこいすしずもう

教育7:30 8:00 防災ヒーロータイム

通販8:00 8:30 生活情報

通販6:30 7:00 ショップジャパン

教養7:00 7:30 ライフライン

教育

教養

娯楽

6:00 6:30 夢釣行～一魚一会の旅～

教育5:25 5:30 ちば美彩

通販5:30 6:00 ショップジャパン

報道3:00 3:04 おやすみＪＡＧＵＡＲ　天気予報

通販4:55 5:25 生活情報

通販2:00 2:30 生活情報

通販2:30 3:00 生活情報

教養

娯楽
1:30 2:00 おいしい給食

通販1:00 1:30 生活情報



8月22日(日)

教育

教養
22:30 23:00 牧野裕のＥｎｊｏｙ　Ｇｏｌｆ

教育

教養
22:00 22:30 里崎智也のゴルフ直球勝負！

教養

娯楽

21:30 22:00 塩谷育代のベストショット

通販21:00 21:30 生活情報

教育

報道20:15 20:30 ビジネススタイルスペシャル（白石管工事篇）

教養20:30 21:00 Ｒｉｓｉｎｇ　Ｒｅｙｓｏｌ！

報道19:55 20:00 天気予報

教養20:00 20:15 ＷＩＮ　ＢＹ　ＡＬＬ

教育

教養
19:00 19:55 氏神さま～私たちの身近な祈り～

教育

教養
18:05 19:00 浅草お茶の間寄席

通販17:30 18:00 生活情報

報道18:00 18:05 ｎｅｗｓチバ

娯楽
16:30 17:00 ドシラソファミレオン♪

娯楽17:00 17:30 １×８いこうよ！

通販16:00 16:30 ショップジャパン

教養

通販15:00 15:55 生活情報

教育15:55 16:00 どすこいすしずもう

通販13:30 14:00 生活情報

娯楽14:00 15:00 ＪＲＡ競馬中継

教養12:00 12:30 お昼の快傑！ＴＶ

娯楽12:30 13:30 ラブレイン

娯楽
11:15 11:30 ガレッジセールのオリタラドコ旅

通販11:30 12:00 生活情報

通販11:00 11:15 生活情報

教養

教育

教養
10:30 11:00 踊る！チバテレＹＡＧＵＲＡ

教養9:30 10:00 竹島宏の歌ＭＡＸ

通販10:00 10:30 生活情報

教育8:45 9:00 チュバチュバワンダーランド

通販9:00 9:30 ショップジャパン

通販8:00 8:30 生活情報

教養8:30 8:45 魚住りえのカイシャを伝えるテレビ

教養7:00 7:30 知里のミュージックエッセンスＰａｒｔⅡ

教育7:30 8:00 ドルアニシリーズ２

娯楽
6:00 6:30 ロンブー亮の釣りならまかせろ！

通販6:30 7:00 ショップジャパン

通販5:30 6:00 生活情報

教養

通販4:55 5:25 生活情報

教育5:25 5:30 ちば美彩

通販2:30 3:00 生活情報

報道3:00 3:04 おやすみＪＡＧＵＡＲ　天気予報

娯楽
1:30 2:00 おいしい給食

通販2:00 2:30 生活情報

通販1:00 1:30 ショップジャパン

教養

教養

娯楽

0:30 1:00 白黒アンジャッシュ

教育



報道3:00 3:04 おやすみＪＡＧＵＡＲ　天気予報

通販2:00 2:30 生活情報

通販2:30 3:00 生活情報

教養

娯楽
1:30 2:00 おいしい給食

娯楽
0:30 1:00 キンシオ

通販1:00 1:30 生活情報

娯楽
0:00 0:30 ミクチャＴＶ

教養

娯楽
23:30 0:00 ＡＫＢ４８チーム８のＫＡＮＴＯ白書　バッチこーい！

教養

通販23:00 23:30 生活情報

教養


