
番組内容及び放送時間は、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

※番組内容及び放送時間は、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

※4K放送とHD放送は同一編成となります。

23

00
クロスロード～人生と車の交差点
秋雨の富山シーサイドロード
Boxster/MG-A)

新プライド～富山の仕事人～
フルーツカービング　中島淳

00

30 クロスロード～人生と車の交差点
氷雨、時々晴れ。白のZで気まぐれ
ドライブ(Z32/テスタロッサ/稲葉
山)

新プライド～富山の仕事人～
プリンティングディレクター　熊倉
桂三

22

00 レーシングスピリット レーシングカート
加藤大翔選手(11歳)の挑戦 Beauty of JAPAN　Season.2

新湊内川のもうひとつの架け橋に

00

15 あいちの現代職人
～自動車板金編～

30

旅するカンジ
～其の十六～

食・JAPAN Season.2
心を食す～となみ野のほんこさま～

21

00

新プライド～富山の仕事人～
カーエンジニア　牧野泰三

裏方のプライド
～新プライドスペシャル～

00

30

新プライド～富山の仕事人～
クラフトマン　高野昌喜

30

45

19

00

時代を超えたクルマたち
キャデラック　シリーズ 60スペ
シャル
ニッサン　スカイライン
ド ディオン ブートン　1 3/4HP

第65回全日本チンドンコンクール
本戦
(富山市)

00

15

30

20

00

時代を超えたクルマたち
ホンダ シビック CVCC 1200GL
3Door
シボレー　インパラ
トヨタ　ランドクルーザー

00

30

18

00

時代を超えたクルマたち
キャデラック　モデル サーティ
ダイハツ　ミゼット DKA型
トヨタ　MR2 AW11型

富山を釣る
～岩瀬浜からチョイ投げでキス釣り
～

00

富山を釣る
 ～ニジマス・鯰・アオリイカの3本
立て～

30

50

17

00

時代を超えたクルマたち
コード　フロントドライブ モデル
812
トヨペット　SA型乗用車
ミネルバ　30CV タイプAC

Beauty of JAPAN
勇壮優美 夜高まつりに魅せられて

00

となみ野の源流 さばずし ～城端別院善徳寺
の伝承料理～

となみ野の源流 わが町の稲塚権次郎～南砺
波町箕谷出身の小麦の神様～

16

00

時代を超えたクルマたち
いすゞ　ベレット 1600ＧＴ
ボルボ　PV544
トヨエース

祭・JAPAN Season.2
車輪の美を守り継ぐ　高岡御車山祭

00

職人魂～富山の匠～
庭職人 堀田泰介

30

職人魂～富山の匠～
鍛冶職人 黒田繁之

15

00

時代を超えたクルマたち
ベイカー　エレクトリック
オースチン　ヒーレー スプライト
サーブ　92型

2億の脅威と2百の使命
～1世紀の大事業　立山砂防工事～

00

30

45

30

45

14

00

時代を超えたクルマたち
トヨタ　1600ＧＴ
アウディ　クワトロ
スバル　レオーネ エステートバン
4WD

新プライド～富山の仕事人～
フローリスト 牧野美恵子

00

新プライド～富山の仕事人～
鋳物師　杉原優子

30

12

00

時代を超えたクルマたち
ベンツ　パテント モトールヴァー
ゲン
BMW1500
ニッサン　シルビア

第65回全日本チンドンコンクール
本戦
(富山市)

00

30

13

00

時代を超えたクルマたち
トヨペット　クラウン RS型
ジャガー　Eタイプ　ロードスター
フォード　マスタング

00

9

00 時代を超えたクルマたち
一挙放送 新プライド～富山の仕事人～

立山ガイド 佐伯知彦

00

時代を超えたクルマたち
トヨタ　2000GT
フォード　モデルT
トヨタ　セリカ

20

11

00

時代を超えたクルマたち
トヨダ　AA型
トヨタ　カローラ
ダットサン　フェアレディ

食・JAPAN Season.1
めで鯛！富山の細工かまぼこ

00

ローカル線への招待
万葉線

30

45

新プライド～富山の仕事人～
ピアノ調律師　北川夕夏

30

45

10

00

時代を超えたクルマたち
オースチン　セブン"チャミー"
トヨタ　スポーツ800
ルノー　5

富山の四季 ～総集編～
水のふるさとに生きる

00

30

職人魂～富山の匠～
左官職人 飯野昭彦

8

00
クロスロード～人生と車の交差点
秋雨の富山シーサイドロード
Boxster/MG-A)

となみ野の源流 そば処せんだん山　～15年目を
迎えたそば屋さん～

00

となみ野の源流 かぶらずし　～かぶにサバを挟
んだ正月料理～

15

30

7

00 あいちの現代職人
～自動車板金編～ Beauty of JAPAN　Season.2

モノクロームの世界で夢と感動を

00

15 レーシングスピリット
モースポフェス2019鈴鹿

30
桃太郎が行く！吉備の国ニッポンイ
チ
1話

職人魂～富山の匠～
瓦葺き職人 岡本洋平

クロスロード～人生と車の交差点
氷雨、時々晴れ。白のZで気まぐれ
ドライブ(Z32/テスタロッサ/稲葉
山)

技・JAPAN
SHIKEKINU　二頭の蚕が紡ぐ糸

30

6

00

旅するカンジ
～其の十六～

新プライド～富山の仕事人～
農業家　河上めぐみ

00

30
テクノ探検隊
環境に優しい熱機関 スターリング
エンジン

新プライド～富山の仕事人～
杜氏 羽根敬喜

30

まるごとクルマＤＡＹ まるごと富山ＤＡＹ

6月の放送番組表 (1週目)
放送
時間

1(土) 2(日)

クルマ。それは人類が生み出した文明の利器。移動手段が馬から車になり、人間社会は大

きく変化した。6月1日は日々、私たちの暮らしを支えてくれているクルマにスポットを

当て関連番組を放送する。中でも愛知県トヨタ博物館に所蔵されている数々の名車を紹介

する「時代を超えたクルマたち」の一挙放送は必見。他にもモータースポーツや、車製造

者の技など、クルマの魅力をどっぷりお伝えする。

放送日：6月1日 6時～24時（1日）

6月2日は富山の番組をまるごと１日放送。

4月に行われたチンドンコンクール本戦の模様をたっぷりお届け！ケーブル４Ｋでも人気

のある「新プライド」シリーズもラインナップ。

放送日：6月2日 6時～24時（1日）

まるごとクルマDAY

まるごと富山DAY 

新プライド～富山の仕事人～ ピアノ調律師 北川夕夏

©ケーブルテレビ富山

レーシングスピリット ～レーシングカート 加藤大翔選手（11歳）の挑戦～

©2019株式会社シー・ティー・ワイ 株式会社ケーブルネット鈴鹿



番組内容及び放送時間は、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

※番組内容及び放送時間は、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

※4K放送とHD放送は同一編成となります。

00

ぶらり　尾道こみち ぶらり　尾道こみち ぶらり　尾道こみち ぶらり　尾道こみち
23

00 ぶらり 尾道こみち  シリーズ一挙放送 ぶらり 尾道こみち  シリーズ一挙放送 ぶらり 尾道こみち  シリーズ一挙放送 ぶらり 尾道こみち  シリーズ一挙放送

00

22

00

4Kセレクトアワー　～北海道東北編～ 4Kセレクトアワー　～北海道東北編～ 4Kセレクトアワー　～北海道東北編～ 4Kセレクトアワー　～北海道東北編～

00

21

00

月・木・日：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45まほろば

火・金：Beauty of JAPAN　S2◇30神宿る山をゆく◇45まほ
ろば

水・土：琉球列島　生命のシンフォニー 奄美大島

月・木・日：琉球列島　生命のシンフォニー 西表島

火・金：琉球列島　生命のシンフォニー 奄美大島

水・土：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45まほろば

月・木・日：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45まほろば

火・金：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45まほろば

水・土：琉球列島　生命のシンフォニー 西表島

月・木・日：いいね！にっぽん

火・金：琉球列島　生命のシンフォニー 西表島

水・土：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45まほろば

00

20

00
月・木・日：藤ちゃんの子連れで撮れるもん◇30榊原郁恵の町の
お嬢さん

火・金：私立釣竿学園爆釣クラブ2019◇30カミタビ◇45とな
み野の源流

水・土：藤ちゃんの子連れで撮れるもん◇30榊原郁恵の町のお嬢
さん

月・木・日：クロスロード～人生と車の交差点◇30榊原郁恵の町
のお嬢さん

火・金：新プライド◇20Brilliant Life Lab◇30なぜだか金澤◇
45新・郷土菜発見

水・土：藤ちゃんの子連れで撮れるもん◇30榊原郁恵の町のお嬢
さん

月・木・日：テクノ探検隊◇30榊原郁恵の町のお嬢さん

火・金：藤ちゃんの子連れで撮れるもん◇30榊原郁恵の町のお嬢
さん

水・土：クロスロード～人生と車の交差点◇30榊原郁恵の町のお
嬢さん

月・木・日：Only one Beautiful Photo◇30榊原郁恵の町のお
嬢さん

火・金：クロスロード～人生と車の交差点◇30榊原郁恵の町のお
嬢さん

水・土：テクノ探検隊◇30榊原郁恵の町のお嬢さん

00

30

19

00
月・木・日：旅して、せとうち◇30モト冬樹のまちかど呑み散歩
◇45月刊アニマルズ

火・金：郷土菜発見◇15とちぎまちドラマ◇30朝鮮通信使再現
行列

水・土：きみの一歩で◇15ぶらり　尾道こみち◇30桃太郎が行
く！

月・木・日：日本百菓の旅◇15湯めぐり旅気分◇30岡崎ふるさ
と巡り　天下人 徳川家康

火・金：きみの一歩で◇15ぶらり　尾道こみち◇30桃太郎が行
く！

水・土：旅して、せとうち◇30モト冬樹のまちかど呑み散歩◇
45月刊アニマルズ

月・木・日：郷土菜発見◇15かえる先生のいきもの交遊録◇30
時代を超えたクルマたち◇45ノベ☆スタ感動体験

火・金：旅して、せとうち◇30モト冬樹のまちかど呑み散歩◇
45月刊アニマルズ

水・土：日本百菓の旅◇15湯めぐり旅気分◇30岡崎ふるさと巡
り　天下人 徳川家康

月・木・日：きみの一歩で◇15伝承の地◇30あいちの現代職人
◇45とちぎまちドラマ

火・金：日本百菓の旅◇15湯めぐり旅気分◇30岡崎ふるさと巡
り　天下人 徳川家康

水・土：郷土菜発見◇15かえる先生のいきもの交遊録◇30時代
を超えたクルマたち◇45ノベ☆スタ感動体験

月・木・日：田中律子の旅するSUP S3
火・金：田中律子の旅するSUP S3
水・土：シェラカップは基本です！

00

30
月・木・日：東海の肖像
火・金：シェラカップは基本です！
水・土：信州須坂峰の原高原の魅力

月・木・日：策伝大賞覇者競演落語会◇50Brilliant Life Lab
火・金：信州須坂峰の原高原の魅力
水・土：東海の肖像

月・木・日：シェラカップは基本です！
火・金：東海の肖像
水・土：策伝大賞覇者競演落語会◇50Brilliant Life Lab

月・木・日：上高地からのたより
火・金：策伝大賞覇者競演落語会◇50Brilliant Life Lab
水・土：シェラカップは基本です！

30

00

ぶらり　尾道こみち ぶらり　尾道こみち ぶらり　尾道こみち ぶらり　尾道こみち

ぶらり 尾道こみち  シリーズ一挙放送

18

00
月・木・日：時をかけるアメマ！寛平さんぽ
火・金：シェラカップは基本です！
水・土：田中律子の旅するSUP S3

月・木・日：田中律子の旅するSUP S3
火・金：田中律子の旅するSUP S3
水・土：時をかけるアメマ！寛平さんぽ

月・木・日：シェラカップは基本です！
火・金：時をかけるアメマ！寛平さんぽ
水・土：田中律子の旅するSUP S3

17

00 ぶらり 尾道こみち  シリーズ一挙放送 ぶらり 尾道こみち  シリーズ一挙放送 ぶらり 尾道こみち  シリーズ一挙放送

14

00
月・木・日：新プライド◇20Brilliant Life Lab◇30なぜだか金
澤◇45新・郷土菜発見

火・金：藤ちゃんの子連れで撮れるもん◇30榊原郁恵の町のお嬢
さん

水・土：私立釣竿学園爆釣クラブ2019◇30カミタビ◇45とな
み野の源流

月・木・日：藤ちゃんの子連れで撮れるもん◇30榊原郁恵の町の
お嬢さん

火・金：クロスロード～人生と車の交差点◇30榊原郁恵の町のお
嬢さん

水・土：新プライド◇20Brilliant Life Lab◇30なぜだか金澤◇
45新・郷土菜発見

月・木・日：クロスロード～人生と車の交差点◇30榊原郁恵の町
のお嬢さん

火・金：テクノ探検隊◇30榊原郁恵の町のお嬢さん

水・土：藤ちゃんの子連れで撮れるもん◇30榊原郁恵の町のお嬢
さん

月・木・日：テクノ探検隊◇30榊原郁恵の町のお嬢さん

火・金：Only one Beautiful Photo◇30榊原郁恵の町のお嬢さ
ん

水・土：クロスロード～人生と車の交差点◇30榊原郁恵の町のお
嬢さん

00

00

16

00

4Kセレクトアワー　～北海道東北編～ 4Kセレクトアワー　～北海道東北編～ 4Kセレクトアワー　～北海道東北編～ 4Kセレクトアワー　～北海道東北編～

00

15

00

月・木・日：琉球列島　生命のシンフォニー 奄美大島

火・金：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45まほろば

水・土：Beauty of JAPAN　S2◇30神宿る山をゆく◇45まほ
ろば

月・木・日：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく45まほろば

火・金：琉球列島　生命のシンフォニー 西表島

水・土：琉球列島　生命のシンフォニー 奄美大島

月・木・日：琉球列島　生命のシンフォニー 西表島

火・金：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45まほろば

水・土：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45まほろば

月・木・日：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく45まほろば

火・金：いいね！にっぽん

水・土：琉球列島　生命のシンフォニー 西表島

郷土菜発見
45

12

00
月・木：田中律子の旅するSUP S3
火・金：時をかけるアメマ！寛平さんぽ
水・土：シェラカップは基本です！

伝統 ホーラン
エンヤ

ノーカット版
再放送

月・木：時をかけるアメマ！寛平さんぽ
火・金：田中律子の旅するSUP S3
水・土：田中律子の旅するSUP S3

第65回
全日本チンド
ンコンクール

本戦

13

00
月・木：きみの一歩で◇15ぶらり　尾道こみち◇
30桃太郎が行く！

火・金：旅して、せとうち◇30モト冬樹のまちか
ど呑み散歩◇45月刊アニマルズ

水・土：郷土菜発見◇15とちぎまちドラマ◇30朝
鮮通信使再現行列

月・木：旅して、せとうち◇30モト冬樹のまちか
ど呑み散歩◇45月刊アニマルズ

火・金：日本百菓の旅◇15湯めぐり旅気分◇30岡
崎ふるさと巡り　天下人 徳川家康

水・土：きみの一歩で◇15ぶらり　尾道こみち◇
30桃太郎が行く！

月・木・日：田中律子の旅するSUP S3
火・金：シェラカップは基本です！
水・土：時をかけるアメマ！寛平さんぽ

月・木・日：シェラカップは基本です！
火・金：田中律子の旅するSUP S3
水・土：田中律子の旅するSUP S3

00

30
月・木：信州須坂峰の原高原の魅力
火・金：東海の肖像
水・土：シェラカップは基本です！

月・木：東海の肖像
火・金：策伝大賞覇者競演落語会◇50Brilliant
Life Lab
水・土：信州須坂峰の原高原の魅力

月・木・日：策伝大賞覇者競演落語会◇50Brilliant Life Lab
火・金：シェラカップは基本です！
水・土：東海の肖像

月・木・日：シェラカップは基本です！
火・金：第51回上高地開山祭
水・土：策伝大賞覇者競演落語会◇50Brilliant Life Lab

30

月・木・日：日本百菓の旅◇15湯めぐり旅気分◇30岡崎ふるさ
と巡り　天下人 徳川家康

火・金：郷土菜発見◇15かえる先生のいきもの交遊録◇30時代
を超えたクルマたち◇45ノベ☆スタ感動体験

水・土：旅して、せとうち◇30モト冬樹のまちかど呑み散歩◇
45月刊アニマルズ

月・木・日：郷土菜発見◇15かえる先生のいきもの交遊録◇30
時代を超えたクルマたち◇45ノベ☆スタ感動体験

火・金：きみの一歩で◇15伝承の地◇30あいちの現代職人◇45
とちぎまちドラマ

水・土：日本百菓の旅◇15湯めぐり旅気分◇30岡崎ふるさと巡
り　天下人 徳川家康

00

00

11

00

旅するカンジ 旅するカンジ 旅するカンジ 旅するカンジ

00

30
NAGASAKI水中散歩

10

00

月・木・日：Beauty of JAPAN　S2◇30神宿る山をゆく◇45
まほろば

火・金：琉球列島　生命のシンフォニー 奄美大島

水・土：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45まほろば

月・木・日：琉球列島　生命のシンフォニー 奄美大島

火・金：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45まほろば

水・土：琉球列島　生命のシンフォニー 西表島

月・木・日：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく45まほろば

火・金：琉球列島　生命のシンフォニー 西表島

水・土：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45まほろば

月・木・日：琉球列島　生命のシンフォニー 西表島

火・金：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45まほろば

水・土：いいね！にっぽん

NAGASAKI水中散歩 NAGASAKI水中散歩 NAGASAKI水中散歩
30

45
郷土菜発見 郷土菜発見 郷土菜発見

00

9

00
月・木・日：私立釣竿学園爆釣クラブ2019◇30カミタビ◇45
となみ野の源流

火・金：新プライド◇20Brilliant Life Lab◇30なぜだか金澤◇
45新・郷土菜発見

水・土：藤ちゃんの子連れで撮れるもん◇30榊原郁恵の町のお嬢
さん

月・木・日：新プライド◇20Brilliant Life Lab◇30なぜだか金
澤◇45新・郷土菜発見

火・金：藤ちゃんの子連れで撮れるもん◇30榊原郁恵の町のお嬢
さん

水・土：クロスロード～人生と車の交差点◇30榊原郁恵の町のお
嬢さん

月・木・日：藤ちゃんの子連れで撮れるもん◇30榊原郁恵の町の
お嬢さん

火・金：クロスロード～人生と車の交差点◇30榊原郁恵の町のお
嬢さん

水・土：テクノ探検隊◇30榊原郁恵の町のお嬢さん

月・木・日：クロスロード～人生と車の交差点◇30榊原郁恵の町
のお嬢さん

火・金：テクノ探検隊◇30榊原郁恵の町のお嬢さん

水・土：Only one Beautiful Photo◇30榊原郁恵の町のお嬢さ
ん

00

8

00
月・木・日：郷土菜発見◇15とちぎまちドラマ◇30朝鮮通信使
再現行列

火・金：きみの一歩で◇15ぶらり　尾道こみち◇30桃太郎が行
く！

水・土：旅して、せとうち◇30モト冬樹のまちかど呑み散歩◇
45月刊アニマルズ

月・木・日：きみの一歩で◇15ぶらり　尾道こみち◇30桃太郎
が行く！

火・金：旅して、せとうち◇30モト冬樹のまちかど呑み散歩◇
45月刊アニマルズ

水・土：日本百菓の旅◇15湯めぐり旅気分◇30岡崎ふるさと巡
り　天下人 徳川家康

月・木・日：旅して、せとうち◇30モト冬樹のまちかど呑み散歩
◇45月刊アニマルズ

火・金：日本百菓の旅◇15湯めぐり旅気分◇30岡崎ふるさと巡
り　天下人 徳川家康

水・土：郷土菜発見◇15かえる先生のいきもの交遊録◇30時代
を超えたクルマたち◇45ノベ☆スタ感動体験

月・木・日：日本百菓の旅◇15湯めぐり旅気分◇30岡崎ふるさ
と巡り　天下人 徳川家康

火・金：郷土菜発見◇15かえる先生のいきもの交遊録◇30時代
を超えたクルマたち◇45ノベ☆スタ感動体験

水・土：きみの一歩で◇15伝承の地◇30あいちの現代職人◇45
とちぎまちドラマ

00

30
月・木・日：シェラカップは基本です！
火・金：信州須坂峰の原高原の魅力
水・土：東海の肖像

月・木・日：信州須坂峰の原高原の魅力
火・金：東海の肖像
水・土：策伝大賞覇者競演落語会◇50Brilliant Life Lab

月・木・日：東海の肖像
火・金：策伝大賞覇者競演落語会◇50Brilliant Life Lab
水・土：シェラカップは基本です！

月・木・日：策伝大賞覇者競演落語会◇50Brilliant Life Lab
火・金：シェラカップは基本です！
水・土：第51回上高地開山祭

30

まるごと動物ウォッチ まるごと動物ウォッチ まるごと動物ウォッチ

30
6

00

美・JAPAN 美・JAPAN 美・JAPAN 美・JAPAN

00

30

まるごと動物ウォッチ

　　6月の放送番組表
放送
時間 2週目　3(月)～9(日) 9日のみ 3週目　10(月)～16(日) 16日のみ 4週目　17(月)～23(日) 5週目　24(月)～(日)

7

00
月・木・日：シェラカップは基本です！
火・金：田中律子の旅するSUP S3
水・土：時をかけるアメマ！寛平さんぽ

月・木・日：田中律子の旅するSUP S3
火・金：時をかけるアメマ！寛平さんぽ
水・土：田中律子の旅するSUP S3

月・木・日：時をかけるアメマ！寛平さんぽ
火・金：田中律子の旅するSUP S3
水・土：シェラカップは基本です！

月・木・日：田中律子の旅するSUP S3
火・金：シェラカップは基本です！
水・土：田中律子の旅するSUP S3


