
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

1(日)4Kで咲き誇る花火大会
２(月)～29(日)第44回日本ケーブルテレビ大賞　番組アワード　受賞作

00

木・日：私立釣竿学園爆釣クラブ2019◇30栗
林慧の世界　アリの目から見た昆虫王国4K

火・金：4Kでよみがえる浮世絵2

水・土：新プライド～富山の仕事人～◇30栗林
慧の世界　アリの目から見た昆虫王国4K

00

21

00

日：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45ま
ほろば

月・木・日：ご当地アイドルNo.1決定戦U.M.U
アワード2018　決勝大会

火・金：秋田竿燈まつり2018

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◇45NAGASAKI古写真らいぶらり～

火・金：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇
45まほろば

水・土：ご当地アイドルNo.1決定戦U.M.Uア
ワード2018　決勝大会

月・木・日：長崎くんち  出島町阿蘭陀船◇30
長崎くんち　紺屋町本踊

火・金：ご当地アイドルNo.1決定戦U.M.Uア
ワード2018　決勝大会

水・土：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇
45NAGASAKI古写真らいぶらり～

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◇
45NAGASAKI古写真らいぶらり～

水・土：長崎くんち  出島町阿蘭陀船◇30長崎
くんち　紺屋町本踊

00

20

00

日：ながさき原爆記録全集
～戦略爆撃調査団編～

月・木・日：踊り！彩り！祭nine. 第二章 ◇30
4Kでよみがえる浮世絵

火・金：原爆散歩-時を紡ぐ-◇30激撮！カメラ
女子！！イコウ！ナガサキ

水・土：ながさき原爆記録全集～戦略爆撃調査
団編～

月・木・日：4Kでよみがえる浮世絵2

火・金：ながさき原爆記録全集～戦略爆撃調査
団編～

水・土：踊り！彩り！祭nine. 第二章 ◇30
4Kでよみがえる浮世絵

月・木・日：新プライド～富山の仕事人～◇30
栗林慧の世界　アリの目から見た昆虫王国4K

火・金：踊り！彩り！祭nine. 第二章 ◇30
4Kでよみがえる浮世絵

水・土：4Kでよみがえる浮世絵2

19

00

日：きみの一歩で◇15新・郷土菜発見◇30
レーシングスピリット

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カミタビ

火・金：郷土菜発見◇15あいちの現代職人◇
30レーシングスピリット

水・土：きみの一歩で◇15新・郷土菜発見◇
30レーシングスピリット

月・木・日：日本百菓の旅◇30レストア ガ
レージ◇45となみ野の源流

火・金：きみの一歩で◇15新・郷土菜発見◇
30レーシングスピリット

水・土：旅して、せとうち◇30モト冬樹のまち
かど呑み散歩◇45カミタビ

月・木・日：郷土菜発見◇15旭山ドウブツ◇
30レーシングスピリット◇45すわSPA！

火・金：旅して、せとうち◇30モト冬樹のまち
かど呑み散歩◇45カミタビ

水・土：日本百菓の旅◇30レストア ガレージ
◇45となみ野の源流

木・日：きみの一歩で◇15かえる先生のいきも
の交遊録◇30なぜだか金澤◇45新・郷土菜発
見

火・金：日本百菓の旅◇30レストア ガレージ
◇45となみ野の源流

水・土：郷土菜発見◇15旭山ドウブツ◇30
レーシングスピリット◇45すわSPA！

00

22

00

１(日)【特集】4Kセレクトアワー　関東編
２(月)～29(日)【特集】4Kセレクトアワー　東海編

00

17

00

1(日)4Kで咲き誇る花火大会
２(月)～29(日)秋のお祭り特集

00

18

00

日：田中律子の旅するSUP S3◇30テクノ探検
隊

月・木・日：時をかけるアメマ！寛平さんぽ◇
30徳島ミステリー番組　スピリチュアワ

火・金：いしかわの1300年を巡る◇30新プラ
イド～富山の仕事人～ほか

水・土：田中律子の旅するSUP S3◇30テクノ
探検隊

月・木・日：田中律子の旅するSUP S3◇30東
海の肖像

火・金：田中律子の旅するSUP S3◇30テクノ
探検隊

水・土：時をかけるアメマ！寛平さんぽ◇30徳
島ミステリー番組　スピリチュアワ

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◇30徳
島ミステリー番組　スピリチュアワ

水・土：田中律子の旅するSUP S3◇30東海の
肖像

木・日：田中律子の旅するSUP S3◇30瀬戸内
しまなみ海道 ～ポタリングＥＹＥ～

火・金：田中律子の旅するSUP S3◇30東海の
肖像

水・土：シェラカップは基本です！

00

木：長崎くんち  出島町阿蘭陀船◇30長
崎くんち　紺屋町本踊

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◇45NAGASAKI古写真らいぶら
り～

00

16

00

１(日)【特集】4Kセレクトアワー　関東編
２(月)～29(日)【特集】4Kセレクトアワー　東海編

00

15

00

日：秋田竿燈まつり2018

月・木・日：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆ
く◇45まほろば

火・金：ご当地アイドルNo.1決定戦U.M.Uア
ワード2018　決勝大会

水・土：秋田竿燈まつり2018

月・木・日：ご当地アイドルNo.1決定戦U.M.U
アワード2018　決勝大会

火・金：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇
45NAGASAKI古写真らいぶらり～

水・土：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇
45まほろば

月・木：躍動！JAPAN◇30神宿る山を
ゆく◇45NAGASAKI古写真らいぶら
り～

火・金：長崎くんち  出島町阿蘭陀船◇
30長崎くんち　紺屋町本踊

水・土：ご当地アイドルNo.1決定戦
U.M.Uアワード2018　決勝大会

13

00

日：スラックライン ワールドカップジャパン
「フルコンボ」 2017
～ファイナル～

月・木：きみの一歩で◇15新・郷土菜
発見◇30レーシングスピリット

火・金：旅して、せとうち◇30モト冬
樹のまちかど呑み散歩◇45カミタビ

水・土：郷土菜発見◇15あいちの現代
職人◇30レーシングスピリット

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カミタビ

火・金：日本百菓の旅◇30レストア ガレージ
◇45となみ野の源流

水・土：きみの一歩で◇15新・郷土菜発見◇
30レーシングスピリット

木：日本百菓の旅◇30レストア ガレー
ジ◇45となみ野の源流

火・金：郷土菜発見◇15旭山ドウブツ
◇30レーシングスピリット◇45すわ
SPA！

水・土：旅して、せとうち◇30モト冬
樹のまちかど呑み散歩◇45カミタビ

木：郷土菜発見◇15旭山ドウブツ◇30
レーシングスピリット◇45すわSPA！

火・金：きみの一歩で◇15かえる先生
のいきもの交遊録◇30なぜだか金澤◇
45新・郷土菜発見

水・土：日本百菓の旅◇30レストア ガ
レージ◇45となみ野の源流

00

14

00

日：スラックライン フルコンボ
ジャパンカップ2018　ダイジェスト

月・木：ながさき原爆記録全集～戦略爆
撃調査団編～

火・金：踊り！彩り！祭nine. 第二章 ◇
30　4Kでよみがえる浮世絵

水・土：原爆散歩-時を紡ぐ-◇30激
撮！カメラ女子！！イコウ！ナガサキ

月・木・日：踊り！彩り！祭nine. 第二章 ◇30
4Kでよみがえる浮世絵

火・金：4Kでよみがえる浮世絵2

水・土：ながさき原爆記録全集～戦略爆撃調査
団編～

木：4Kでよみがえる浮世絵2

火・金：新プライド～富山の仕事人～◇
30栗林慧の世界　アリの目から見た昆
虫王国4K

水・土：踊り！彩り！祭nine. 第二章 ◇
30　4Kでよみがえる浮世絵

木：新プライド～富山の仕事人～◇30
栗林慧の世界　アリの目から見た昆虫王
国4K

火・金：私立釣竿学園爆釣クラブ2019
◇30栗林慧の世界　アリの目から見た
昆虫王国4K

水・土：4Kでよみがえる浮世絵2

00

12

00

日：スラックライン ワールドカップジャパン
「フルコンボ」 2017
～予選・セミファイナル～

月・木：田中律子の旅するSUP S3◇
30テクノ探検隊

火・金：時をかけるアメマ！寛平さんぽ
◇30徳島ミステリー番組スピリチュア
ワ

水・土：いしかわの1300年を巡る◇
30新プライド～富山の仕事人～ほか

月・木・日：時をかけるアメマ！寛平さんぽ◇
30徳島ミステリー番組スピリチュアワ

火・金：田中律子の旅するSUP S3◇30東海の
肖像

水・土：田中律子の旅するSUP S3◇30テクノ
探検隊

11

木：田中律子の旅するSUP S3◇30東
海の肖像

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
◇30徳島ミステリー番組スピリチュア
ワ

木：シェラカップは基本です！

火・金：田中律子の旅するSUP S3◇
30瀬戸内しまなみ海道 ～ポタリングＥ
ＹＥ～

水・土：田中律子の旅するSUP S3◇
30東海の肖像

00

旅するカンジ
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00 旅するカンジ 旅するカンジ

８

(

日
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山
形
こ
そ
、
ク
ー
ル
　
一
挙
放
送
　
他

旅するカンジ 旅するカンジ

45 郷土菜発見 郷土菜発見 郷土菜発見 郷土菜発見 郷土菜発見 45

木・日：4Kでよみがえる浮世絵2

火・金：新プライド～富山の仕事人～◇30栗林
慧の世界　アリの目から見た昆虫王国4K

水・土：私立釣竿学園爆釣クラブ2019◇30栗
林慧の世界　アリの目から見た昆虫王国4K

00

10

00

日：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇45ま
ほろば

月・木・日：秋田竿燈まつり2018

火・金：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇
45まほろば

水・土：ご当地アイドルNo.1決定戦U.M.Uア
ワード2018　決勝大会

月・木・日：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆ
く◇45まほろば

火・金：ご当地アイドルNo.1決定戦U.M.Uア
ワード2018　決勝大会

水・土：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇
45NAGASAKI古写真らいぶらり～

木：ご当地アイドルNo.1決定戦
U.M.Uアワード2018 決勝大会

火・金：躍動！JAPAN◇30神宿る山を
ゆく◇45NAGASAKI古写真らいぶら
り～

水・土：長崎くんち  出島町阿蘭陀船◇
30長崎くんち　紺屋町本踊

木・日：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇
45NAGASAKI古写真らいぶらり～

火・金：長崎くんち  出島町阿蘭陀船◇30長崎
くんち　紺屋町本踊

水・土：躍動！JAPAN◇30神宿る山をゆく◇
45まほろば

00

9

00

日：満州　富士見分村～戦後70年の証言～

月・木・日：原爆散歩-時を紡ぐ- ◇30激撮！
カメラ女子！！イコウ！ナガサキ

火・金：ながさき原爆記録全集～戦略爆撃調査
団編～

水・土：踊り！彩り！祭nine. 第二章 ◇30
4Kでよみがえる浮世絵

月・木・日：ながさき原爆記録全集～戦略爆撃
調査団編～

火・金：踊り！彩り！祭nine. 第二章 ◇30
4Kでよみがえる浮世絵

水・土：4Kでよみがえる浮世絵2

月・木・日：踊り！彩り！祭nine. 第二章 ◇30
4Kでよみがえる浮世絵

火・金：4Kでよみがえる浮世絵2

水・土：新プライド～富山の仕事人～◇30栗林
慧の世界　アリの目から見た昆虫王国4K

木・日：田中律子の旅するSUP S3◇30東海の
肖像

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◇30瀬戸内
しまなみ海道 ～ポタリングＥＹＥ～

00

8

00

日：日本百菓の旅◇15月刊アニマルズ◇30レ
ストア ガレージ◇45レーシングスピリット

月・木・日：郷土菜発見◇15あいちの現代職人
◇30レーシングスピリット

火・金：きみの一歩で◇15新・郷土菜発見◇
30レーシングスピリット

水・土：旅して、せとうち◇30モト冬樹のまち
かど呑み散歩◇45カミタビ

月・木・日：きみの一歩で◇15新・郷土菜発見
◇30レーシングスピリット

火・金：旅して、せとうち◇30モト冬樹のまち
かど呑み散歩◇45カミタビ

水・土：日本百菓の旅◇30レストア ガレージ
◇45となみ野の源流

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カミタビ

火・金：日本百菓の旅◇30レストア ガレージ
◇45となみ野の源流

水・土：郷土菜発見◇15旭山ドウブツ◇30
レーシングスピリット◇45すわSPA！

木・日：日本百菓の旅◇30レストア ガレージ
◇45となみ野の源流

火・金：郷土菜発見◇15旭山ドウブツ◇30
レーシングスピリット◇45すわSPA！

水・土：きみの一歩で◇15かえる先生のいきも
の交遊録◇30なぜだか金澤◇45新・郷土菜発
見

00

7

00

日：田中律子の旅するSUP S3◇30岡崎ふるさ
と巡り

月・木・日：いしかわの1300年を巡る◇30新
プライド～富山の仕事人～ほか

火・金：田中律子の旅するSUP S3◇30テクノ
探検隊

水・土：時をかけるアメマ！寛平さんぽ◇30徳
島ミステリー番組　スピリチュアワ

月・木・日：田中律子の旅するSUP S3◇30テ
クノ探検隊

火・金：時をかけるアメマ！寛平さんぽ◇30徳
島ミステリー番組　スピリチュアワ

水・土：田中律子の旅するSUP S3◇30東海の
肖像

月・木・日：時をかけるアメマ！寛平さんぽ◇
30徳島ミステリー番組　スピリチュアワ

火・金：田中律子の旅するSUP S3◇30東海の
肖像

水・土：シェラカップは基本です！

6

00
技・JAPAN

00

30
まるごと動物ウォッチ

30

　　９月の放送番組表
放送
時間 １週目　1(日) 2週目　2(月)～8(日) 3週目　9(月)～14(土)

※15(日)は終日特別編成／別紙
4週目　16(月)～22(日)

※18(水)は7時放送開始
5週目　24(火)～29(日)
23(月)は終日特別編成／別紙



※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

祭・JAPAN Season.1
お舟祭～祭を支える氏子たち～

とくしまドローン紀行 そらたび

旅するカンジ
～其の三十二～

21

00

すわSPA！～温泉のススメ～

すわっこランド
大和温泉
尖石の湯

モト冬樹のまちかど呑み散歩

三軒茶屋
五反田
上野毛
旗の台

22

00

旅するカンジ
～其の弐十～

シェラカップは基本です！
都城市高城町（前編）

旅するカンジ
～其の三十二～

シェラカップは基本です！
都城市高城町（後編）

19

00

田中律子の旅するSUP Season.2
～長野県万水川編～

ローカル線への招待
総集編

田中律子の旅するSUP Season.2
～長野県犀川編～

20

00

おぶせびと

上高地からのたより
鈴鹿８耐への飽くなき挑戦！
遅咲きのライダー國川浩道

17

00

第70回諏訪湖祭湖上花火大会
～70周年記念 新・諏訪湖劇場 開幕～

激流と闘う乙女たち
～栄光への軌跡～

18

00

美女2人天竜川伝説紀行
地元愛発見！編

いいね！にっぽん
激辛・激盛料理

秋冬の信州
～贅沢満喫編～

12

00

榊原郁恵の町のお嬢さん
長野県松本市

プロレスフェス2018
BEST OF SUPER LOCAL WRESTLING
～全国大会～

榊原郁恵の町のお嬢さん
長野県小布施町

13

00

スラックライン フルコンボ
ワールドカップ2019
生放送

※30(月)はスラックライン フルコンボ
ジャパンカップ2018　ダイジェストほか

秋の阿波おどり　ダイジェスト

14

00

びじゅつのススメ

大原美術館はどんなところ?
ちょっと気になる作品たち
大原美術館の看板作品
日本人画家の作品
相反する描写
日本人の工芸作品

15

00

16

00

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
～長野編 前編～

時をかけるアメマ！寛平さんぽ
～長野編 後編～

11

00

美女2人天竜川伝説紀行
いざ！千畳敷カールへ

食・JAPAN Season.2
江戸前寿司の美・屋台から世界へ

美女2人天竜川伝説紀行
冬の星空・駒ケ岳千畳敷カール

食・JAPAN Season.2
横浜発祥 愛される洋食の数々

10

00

NAGANO綺麗
佐久編

美女2人天竜川伝説紀行
みどころいっぱい！駒ヶ根

NAGANO綺麗
北信編

美女2人天竜川伝説紀行
いざ！千畳敷カールへ

9

00

NAGANO綺麗
大北編

躍動！JAPAN
限界の一歩先へ

NAGANO綺麗
飯田下伊那編

躍動！JAPAN
プライドを賭け心つなげ 綱引

8

00

NAGANO綺麗
長野地域編

秋冬の信州
～贅沢満喫編～

NAGANO綺麗
松本編

三重・湯の山温泉開湯1300年
湯ったり癒やし旅

7

00

NAGANO綺麗
木曽編

食・JAPAN Season.1
ザクザク！ふぐざく！新居浜発！

NAGANO綺麗
上小編

食・JAPAN Season.1
雲の上のおもてなし　世界に誇る極上の機内食

　　9月の放送番組表
放送
時間

15(日)まるごと長野DAY スラックライン生放送
※30(月)一部時間帯を除き再放送 23(月)まるごと1日 秋日和 ピックアップ番組

6

00

NAGANO綺麗
諏訪編

いいね！にっぽん
お漬物、銘酒

NAGANO綺麗
上伊那編 スラックライン フルコンボ ワールドカップ2019生放送

アジアで初めて「スラックラインワールドカップジャパン フルコンボ」が2017年に盛大に開催された。

そして2019年。再びワールドカップが開催決定！舞台となるのはもちろんスラックラインの聖地、

長野県小布施町。ケーブル４Ｋでは9月15日の大会の模様を生放送でお届け。世界各国から選び抜かれた

選手たちが集結し、トップレベルの演技を披露。次々に繰り出されるコンボから目が離せない！

また今年の開催に合わせて、過去大会も一挙放送。

制作局：Ｇoolight

放送日：9月15日 13時～16時

※過去大会の放送は1日 12時～15時 30日 13時～16時

©一般社団法人スラックライン推進機構

まるごと１日 秋日和

槍ヶ岳や上高地など名峰集まる長野。県の約８割は山という長野県は、まさに自然の宝庫。

そんな山々に囲まれた諏訪地域は、全国有数の湧出量を誇り個性豊かな温泉が点在している。

見どころ満載な長野県の番組をまとめてお届け。

注目すべきは「スラックライン フルコンボ ワールドカップ2019」の生放送！

長野県小布施市で開催される大会には、世界トップレベルのアスリートが集まり、華麗な技を披露する。

臨場感あふれる大迫力の４Ｋ映像で見れるのは、ケーブル４Ｋだけ！

制作局：LCV、Goolight、伊那ケーブルテレビジョン、テレビ松本ケーブルビジョン、上田ケーブルビジョン、

あづみ野テレビ、飯田ケーブルテレビ、佐久ケーブルテレビ、iネット飯山、旅チャンネル、JDS、

TOKAIケーブルネットワーク、キャッチネットワーク

放送日：9月15日 6時～24時（1日）

9月30日 6時～24時 ※スラックライン生放送は15日のみ

まるごと長野DAY

食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋。あなたはどんな秋がお好きですか？

おいしいグルメを食べ尽くすのも良し、美術館に足を運ぶのも良し、爽やかな汗を流すのも良し。

ケーブル４Ｋなら、ぜ～んぶまとめて秋を感じることが可能。

中でも、倉敷美観地区にある日本初の私立美術館・大原美術館の所蔵作品を、

地元小学生とともに紹介していく「びじゅつのススメ」の一挙放送はイチオシ。

美しい４Ｋ映像で素敵な秋日和をお過ごしください。

制作局：JDS、倉敷ケーブルテレビ、ケーブルテレビ徳島、ハートネットワーク、広域高速ネット二九六、

Goolight、CTY、長崎ケーブルメディア、ケーブルテレビ、東京ベイネットワーク、

横浜ケーブルビジョン、伊那ケーブルテレビジョン、池田ケーブルネットワーク、ユー・ブイ・エヌ、

ファミリー劇場、イッツ・コミュニケージョンズ、宮崎ケーブルテレビ

放送日：9月23日 6時～24時（1日）

とくしまドローン紀行 そらたび

いつか帰る場所。Promised place. Mt.TSURUGI.

©テレビトクシマ

いいね！にっぽん 激辛・激盛料理

©JDS

びじゅつのススメ

©倉敷ケーブルテレビ

すわＳＰＡ！～温泉のススメ～ 尖石の湯篇

©2018エルシーブイ株式会社

秋冬の信州 ～贅沢満喫編～

©2018Goolight

スラックライン フルコンボ ワールドカップ2019

©一般社団法人スラックライン推進機構


