
※サービス品質保持のため、緊急でメンテナンスを実施する場合があります。詳細はWeb（www.jcom.co.jp）をご覧ください。
※放送スケジュールおよび内容は予告なく変更の可能性があります。最新の情報は電子番組表（EPG）にてご確認ください。

※映画・ドラマの視聴について、「吹替」の表記がないものは「字幕版」となります。

5 00 ダイレクトテレショップ 5 00 ダイレクトテレショップ

6
00 四国 歩き遍路の旅

6
00 四国 歩き遍路の旅

25 川島隆太教授のテレビいきいき脳体操 25 川島隆太教授のテレビいきいき脳体操

30 テレビショッピング 30 テレビショッピング

7
00 韓国ドラマ「ピオラ花店の娘たち」 出 チョン・ミナ　ナ・ヘミ 00 ぶらり探訪 珍湯たび

7 00 泉秀樹の歴史を歩く
00 ディズニーチャンネル

「ダックテイルズ」 ほか

30 インフォメーション 30 インフォメーション

8
00 壮観劇場 00 秘境駅の旅 00 鉄道ひとり旅～女子鉄編～ 00 鉄道ひとり旅 00 けーぶるにっぽん 

彩・JAPAN 8
00 インフォメーション

15 新 東北の聖地を訪ねて 15 超イイネ！ユニバーサル・
スタジオ・ジャパン

30 テレビショッピング 30 テレビショッピング

9
00 韓国ドラマ「2度目の二十歳」 出 チェ・ジウ　イ・サンユン 00 Made in Hawaii TV

9
00 ゴルフ★パラダイス

00 内藤雄士のテクゴル
15 ごるビバ

30 インフォメーション 30 インフォメーション

10 00 ジュエリー☆GSTV 10 00 ジュエリー☆GSTV

11 00 QVC　 11 00 QVC

0 00 インフォメーション 0 00 インフォメーション

1
00 ～29 木  韓国ドラマ「ピオラ花店の娘たち」 出 チョン・ミナ　ナ・ヘミ 00 ふるさと食堂

1
00 荻野目洋子の虫はともだち

総集編 ※31 土 除く 00 狩野英孝のクセうまラーメン

30 テレビショッピング 30 テレビショッピング

2 00 ショップチャンネル 2
00 壮観劇場 00 ヒロシのひとりキャンプの

すすめ

30 インフォメーション

3 00 中国ドラマ「如懿伝（にょいでん）～紫禁城に散る宿命の王妃～」 出 ジョウ・シュン　ウォレス・フォ

00 発掘！○○屋なのに
ナイツなラーメン

3
00 おにぎりあたためますか

※31 土 除く 00 水曜どうでしょうClassic

15 インフォメーション
30 インフォメーション45 道の駅へ行こう！

4
00 インフォメーション

4
00 熱烈！ホットサンド！ 00 ふるさと食堂

30 ～20 火  韓国ドラマ「花郎＜ファラン＞」 出 パク・ソジュン　パク・ヒョンシク
21 水 ～ 新 韓国ドラマ「あなたが憎い！ジュリエット」 出 イ・ホンギ　チョン・ヘソン

30 鉄道ひとり旅 30 17 土  ご当地サタデー特大号！
ふるさと納税SP2022（-後5:30）30 インフォメーション

5
00 インフォメーション

5
00 ぶらり探訪 珍湯たび

※17 土 除く 00 ドライブインらーめん探訪

30 インフォメーション
30 オンデマンドでみよう※2 金 除く

30 インフォメーション
45 インフォメーション

6
00 韓国ドラマ「2度目の二十歳」 出 チェ・ジウ　イ・サンユン

6
00 大人の趣味と

ライフスタイル15 16 金 ～ 映画館へ行こう

30 テレビショッピング 30 テレビ
ショッピング

7
00 秘境駅の旅 00 鉄道ひとり旅

～女子鉄編～ 00 鉄道ひとり旅～今日も列車
は走り出す！～ 00 旅する観光列車～あの絶景と

絶品グルメを求めて～ 00 壮観劇場 ほか
7

00 大人の趣味と
ライフスタイル

30 インフォメーション 30 インフォメーション

8 00 太田和彦のふらり旅
新・居酒屋百選 00 鉄道・絶景の旅 00

迷宮グルメ 
異郷の駅前食堂

【旅人：ヒロシ】

00 ヒロシのひとりキャンプの
すすめ

00 日本の旬を行く！
路線バスの旅 8 00 ワタシが日本に住む理由 00

4・11 日  埼玉の逆襲 ツール・ド・
フランスさいたまクリテリウム
スペシャル（前・後編）（-後8:30）
18 日  ご当地サタデー特大号！
ふるさと納税SP2022　30 インフォメーション

9
00 太川陽介のスナック歌謡界

～昭和スターが集う店～ 00 Made in Hawaii TV 00
7・14 水  熱烈！ホットサンド！
21 水  ご当地サタデー特大号！
ふるさと納税SP2022(-後10:00)

00 熱烈！ホットサンド！ 00
金曜サスペンス
2 金  外科医さやかの執刀事件簿
出 久本雅美　野際陽子
9 金  軽井沢夫人 
出 坂口良子　原田大二郎
16 金  ペットシッター
沢口華子の事件簿　
出 研ナオコ　阿部サダヲ
23 金  美人秘書の秘密　
出 かたせ梨乃　田中健

9 00 鉄道・絶景の旅
00

4 日  最初の晩餐　
出 染谷将太　戸田恵梨香
11 日  湯を沸かすほどの
熱い愛
出 宮沢りえ　杉咲花
18 日  草原の椅子　
出 佐藤浩市　西村雅彦

30 インフォメーション

10 00 韓国ドラマ「知ってるワイフ」 出 チソン　ハン・ジミン
※26 月 ～29 木  年末特別編成のため休止　※2023/1/4 水 ～通常放送

10
00 太川陽介のスナック歌謡界

～昭和スターが集う店～

30 インフォメーション

11 00 ワタシが日本に住む理由
00 太川陽介のスナック歌謡界 

～昭和スターが集う店～
00 太田和彦のふらり旅 

新・居酒屋百選

00 狩野英孝の
クセうまラーメン 00 Made in Hawaii TV

11 00
笑福亭鶴光のオールナイト
ニッポン.TV @J:COM
3 土  ゲスト：ウド鈴木
17 土  ゲスト：コロッケ30 大人の趣味とライフスタイル 30 大人の趣味と

ライフスタイル 30 MGR  （ミュージック
ゴールドラッシュ） 30 旅する観光列車～あの絶景と

絶品グルメを求めて～ ほか

0 00 QVC 0 00 QVC

1
00 ＜アニおび＞

蒼穹のファフナー EXODUS 00
＜アニおび＞
～13 火  上野さんは不器用
20 火 ～ 水曜どうでしょう
Classic（27 火  -深2:00）

00 水曜どうでしょうClassic
（28 水  -深2:00） 00

モンド麻雀プロリーグ
20/21 第18回女流
モンド杯
15・22 木  おにぎり
あたためますか
29 木  水曜どうでしょう
Classic（-深3:00）

00

金曜サスペンス
2 金  小学校教師
沢木千太郎の事件ノート
出 堺正章　夏八木勲
9 金  キャメラマン健吾の
旅情事件簿
出 宅麻伸　柳沢慎吾
16 金  伯備線秘図連続殺人
出 沢口靖子
23 金  美人秘書の秘密2　
出 かたせ梨乃　神田正輝

30 金  水曜どうでしょう
Classic

1
00

Made in Hawaii TV
31 土  水曜どうでしょうClassic

（-前4:00）
00 笑福亭鶴光のオールナイト

ニッポン.TV @J:COM

30 ＜アニおび＞
ボボボーボ・ボーボボ 30 ドライブインらーめん探訪 

ほか 30 おにぎりあたためますか 
ほか

30 太田和彦のふらり旅 
新・居酒屋百選
24 土  映画「湯を沸かすほどの
熱い愛」（-前4:00）

2
00 ＜アニおび＞

キャップ革命 ボトルマンDX 00
ぶらり探訪 珍湯たび ほか
27 火  太田和彦のふらり旅 
新・居酒屋百選（-深3:00） 00 ダイレクトテレショップ 2

00 超イイネ！ユニバーサル・
スタジオ・ジャパン

15 道の駅へ行こう！

30  MGR （ミュージック
ゴールドラッシュ） 30 けーぶるにっぽん 

彩・JAPAN ほか　 30 MGR  （ミュージック
ゴールドラッシュ） ほか 30

～17 土  日本の旬を行く！
路線バスの旅　 30 MGR  （ミュージック

ゴールドラッシュ）

3
00 ショップチャンネル

3
00 モンド麻雀プロリーグ20/21 

第18回女流モンド杯
18・25 日  
おにぎりあたためますか

（25 日  -前5:00)
30 ～17 土  ワタシが日本に住む

理由（-前4:30）

4 4 00 24・31 土  太田和彦の
ふらり旅 新・居酒屋百選 30 けーぶるにっぽん 彩・JAPAN

j テレ番組表 番組詳細は
※この編成表はレギュラー番組です。12/1[thu]-31[sat]

月 5・12・19・26 火 6・13・20・27 水 7・14・21・28 木 1・8・15・22・29 金 2・9・16・23・30 土 3・10・17・24・31 日 4・11・18・25

東日本
西日本

下　関
熊　本

10ch
12ch

111ch
11ch

HD
HD

HD
HD

QVCは毎日放送中！前5:00～深3:00　J：テレ視聴中に、リモコンの 青 ボタンを押す
※深0:00〜1:00、前11:00〜後0:00は東日本101ch、西日本121ch、下関・熊本111chで放送

モーニングゴルフアワー

地域番組地域番組

鉄道旅

ミッドナイト・バズ

25 日  後7:00-
小泉純一郎 音楽の旅路

24 土  後7:00-
不動産ニュース

27 火 ～2023/1/1 日 深1:00-
水曜どうでしょうClassic

25 日  年末特別編成
後8:00-
あの素晴しい歌をもう一度コンサート2022
後10:00-
太川陽介のスナック歌謡界
柏原芳恵 前・後編
後11:00-
ふたりのビッグショー 南こうせつ＆イルカ

ごごドラ

ごごドラ

ごごドラ

日曜映画劇場

アロハ フライデー!!

ドラマナイト

ドラマナイト

あさ９ドラマ

年末特別編成
26 月 ～31 土 後8:00-
韓国ドラマ「雲が描いた月明り」
＜ノーカット版＞
6夜連続一挙放送！　
出 パク・ボゴム　キム・ユジョン

巻末8


