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都合により番組の内容・日時が変更あるいは中止されることがあります。ご了承ください。

番組変更のご案内

7/13～20	 前7:00～7:30　　みんなのテレビ
	 前7:30～8:00　　テレビショッピング
	 前8:00～8:15　　仙臺しごとびと
	 前8:15～8:20　　仙台まちめぐり
	 後6:30～7:00　　テレビショッピング
	 後7:30～8:00　　テレビショッピング

7/16	 後8:30～9:00　　仙ぶら
	 後9:00～9:30　　みんなのテレビ
7/19	 後10:30～11:00		みんなのテレビ

【今月のおすすめ番組】

仙台発！音楽情報番組「ＢＯＮＢＯＮ-TV」。
仙台・宮城で活動するアーティストを中心に
スタジオLIVEの模様やインタビューを交えて
紹介！自主企画イベント、アルバムリリース
情報など地元密着の音楽情報番組です！

コロナ禍の中でも、創意工夫によ
って新業態にチャレンジする飲食
店やリモートを活用した音楽イベ
ントの発表、飲食しやすいマスク
の開発など、ピンチをチャンスに
変えて前向きに取り組む人々をシ
リーズでご紹介します。
ＴＤＮグループ12局が、3局ず
つ4グループに分かれ、バトンで
繋ぐスペシャル企画です。

仙台発！地域密着・音楽情報番組
「ＢＯＮＢＯＮ－ＴＶ」
7/1～ 木 後7：30～8：00i

TDN Presents特別番組

『コロナ禍を乗り越える！列島リレー！』（PART1･2 全4回）
7/3～ 土 後8：00～8：30i

2年ぶりの開催となる夏の選手権大会。石巻市民球場で行う3回戦から4回戦を生中継します。                                                                                              
※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。

仙台・宮城で活躍する企業の
リーダーや経営者を月替わり
でご紹介。今回は仙台名物「餅
入りどら焼き」を販売している
株式会社こだまの児玉康さん
にお話を伺います。

（関連記事 P.4掲載）

「みんなのテレビ」は、「視
聴者による視聴者のため
の番組」です。誰もが気
軽に出演できる・情報を
発信できる番組です。仙
台の人と街を紹介するコ
ーナー「仙ぶら」や「ゆ巡
りみやぎ」子育て応援コ
ーナー「ママ友ねっと」、
仙台近郊のイベントや活動情報などを紹介しています。

第103回全国高等学校野球選手権 宮城大会 生中継
7/13（火）～15（木）、17（土）、18（日）（16･19･20は予備日） 前8：20（又は前8：50）～後6：00（最大延長）

仙臺しごとびと
～仙台・宮城で活躍する企業のリーダー・経営者の紹介～

7/1～ 木 後9：45～10：00i

地域情報番組

みんなのテレビ
7/1～ 木 後9：00～9：30i

（制作: ）

（制作: ）

（共同制作: ・J:COM）

（制作: ）

（制作: ）

インターネットでも配信中！
全国のケーブルテレビで好評放送中！

高校野球中継の場合　下記の通り放送内容を変更いたします

「味よし」のキッチンカー（7/3〜14）

●7月の放送カレンダー

チャンネル　　　　    　チャンネルでは緊急情報を放送しています。－地震情報・津波予報・気象警報など－
【情報内容】地震情報（震度速報、震源情報など）　津波情報（津波予報、津波到着予想時刻）

気象警報（大雨、洪水、暴風、大雪など）　火山情報（火山観測情報）
※気象庁から発表される全国・地元エリアで発生した緊急災害情報を放送画面へスクロール表示。

時間 月〜日

1〜13 ショップチャンネル

13〜14 上記タイムテーブルと同様

14〜21 ショップチャンネル

21〜23 上記タイムテーブルと同様

23〜1 ショップチャンネル

地上デジタル
CH
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月 火 水 木 金 土 日
5.12.19.26 6.13.20.27 7.14.21.28 1.8.15.22.29 2.9.16.23.30 3.10.17.24.31 4.11.18.25

第103回全国高等学校野球選手権 宮城大会 生中継
7/13～15・17･18（16･19･20予備日） 前8:20（又は前8:50）～後6:00（最大延長）

※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。

9

00 テレビショッピング みんなのテレビ テレビショッピング みんなのテレビ テレビショッピング テレビショッピング テレビショッピング

930

けーぶるにっぽん

まいタウン錦ケ丘
みやぎ

昭和ノスタルジック
紀行

まいタウン錦ケ丘

THE MAKINGi

55：♯ずぅーっと ぼぉーっと

仙臺しごとびと 仙臺しごとびと35 なとり潮風通信 なとり潮風通信
40 こんにちはキャット･ヴィです こんにちはキャット･ヴィです
45 神主と学ぶ日本神話 生活情報 我ら海游人 すわSPA!～温泉のススメ～

10

00 みんなのテレビ あいラブせんりゅう みんなのテレビ 横浜ミストリー みんなのテレビ <<釣りバカZ みんなのテレビ

10
30 まいタウン錦ケ丘

テレビショッピング

まいタウン錦ケ丘

テレビショッピング

まいタウン錦ケ丘 まいタウン錦ケ丘 まいタウン錦ケ丘
35 仙台まちめぐり 仙台まちめぐり 仙台まちめぐり なとり潮風通信 仙台まちめぐり
40 こんにちはキャット･ヴィです こんにちはキャット･ヴィです こんにちはキャット･ヴィです こんにちはキャット･ヴィです こんにちはキャット･ヴィです
45 仙臺しごとびと すわSPA!～温泉のススメ～ JCC 3人娘が行く 生活情報 生活情報

11 00 QVC 11
0 00 0
1 00 全国ケーブルテレビ制作番組 130 テレビショッピング

2
00

SHOPチャンネル

神奈中バスで移動中！
ハイパー けーぶるにっぽん 東北さんぽ みやぎ

昭和ノスタルジック紀行
神奈中バスで移動中！

ハイパー
田中律子の

もっと旅するSUP 2
すわSPA!～温泉のススメ～他
55：♯ずぅーっと ぼぉーっと30  藤波辰爾の歴史探訪 出雲のほそ道 すわSPA!～温泉のススメ～他

55：♯ずぅーっと ぼぉーっと
神保町

昭和歌謡倶楽部
時をかける

アメマ!寛平さんぽ

3 00 テレビショッピング 330 テレビショッピング

4

00 みんなのテレビ 仙ぶら みんなのテレビ 田中律子の
もっと旅するSUP みんなのテレビ  みやぎ昭和

ノスタルジック紀行 みんなのテレビ

430 まいタウン錦ケ丘

魚っちんぐ

まいタウン錦ケ丘
うらうらとゆく

～島根半島四十二浦を
巡る旅～

まいタウン錦ケ丘

けーぶるにっぽん

まいタウン錦ケ丘
35 なとり潮風通信 なとり潮風通信 なとり潮風通信 なとり潮風通信
40 こんにちはキャット･ヴィです こんにちはキャット･ヴィです こんにちはキャット･ヴィです こんにちはキャット･ヴィです
45 生活情報 生活情報 生活情報 ＪＣＣ 3人娘が行く

5

00 パパキャン みんなのテレビ 沖縄よんな街歩き みんなのテレビ

ゴジや！まいどおおきに
リクエスト

ミュージック・ジャパン
TV

みんなのテレビ 魚っちんぐ

5
30

東北さんぽ

まいタウン錦ケ丘
田中律子の

もっと旅するSUP

まいタウン錦ケ丘 まいタウン錦ケ丘

仙ぶら35 仙台まちめぐり 仙台まちめぐり 仙台まちめぐり
40 こんにちはキャット･ヴィです こんにちはキャット･ヴィです こんにちはキャット･ヴィです
45 生活情報 仙臺しごとびと 仙臺しごとびと

6
00 神奈中バスで移動中！ハイパー 藤波辰爾の歴史探訪 TDNプレゼンツ けーぶるにっぽん 3ディスカバリーチャンネル

NASA超常ファイル シーズン3米大統領のUFO機密情報B
�アニマルプラネット 蘇る恐竜の時代 水辺に生きるB

��ヒストリーチャンネル 古代の宇宙人　決定的証拠を探せ！C
�スーパー！ドラマＴＶ 刑事カーディナル 凍てつく夜に　第１話 A

BONBON-TV

630
アスビト 神保町昭和歌謡倶楽部 あいラブせんりゅう <時をかけるアメマ!

寛平さんぽ
DANCE ALIVE 

HERO'S
この時間帯(7/13～20 後6:30～7:00)は第103回全国高等学校野球選手権 宮城大会を中継の場合はテレビショッピングを放送します

7
00  みやぎ昭和

ノスタルジック紀行 BONBON-TV 若手映画監督による
短編映画 沖縄よんな街歩き BONBON-TV 藤波辰爾の歴史探訪

4アニマルプラネット
蘇る恐竜の時代 水辺に生きるB

�ディスカバリーチャンネル NASA超常ファイル
シーズン3 米大統領のUFO機密情報B

�ヒストリーチャンネル
古代の宇宙人　決定的証拠を探せ！C

�スーパー！ドラマＴＶ
インベスティゲーション　第１話 A

7
30

時をかけるアメマ!寛平さんぽ DANCE ALIVE HERO'S 湯めぐりみやぎ BONBON-TV DANCE ALIVE HERO'S 若手映画監督による短編映画

この時間帯(7/13～20 後7:30～8:00)は第103回全国高等学校野球選手権 宮城大会を中継の場合はテレビショッピングを放送します

8
00

MJTV(ミュージック
ジャパンTV）

MJTV(ミュージック
ジャパンTV）

MJTV(ミュージック
ジャパンTV）

MJTV(ミュージック
ジャパンTV）

神保町昭和歌謡倶楽部 TDNプレゼンツ <藤波辰爾の歴史探訪
8

30 東北さんぽ（7/16仙ぶら） 仙ぶら 横浜ミストリー

9

00 仙ぶら 田中律子のもっと旅するSUP BONBON-TV みんなのテレビ 若手映画監督による短編映画（7/16みんなのテレビ） BONBON-TV 釣りバカＺ

9
30 まいタウン錦ケ丘

THE MAKING
まいタウン錦ケ丘 まいタウン錦ケ丘 まいタウン錦ケ丘

DANCE ALIVE 
HERO'S

若手映画監督による
短編映画

35 仙台まちめぐり 仙台まちめぐり なとり潮風通信 仙台まちめぐり
40 こんにちはキャット･ヴィです こんにちはキャット･ヴィです こんにちはキャット･ヴィです こんにちはキャット･ヴィです
45 仙臺しごとびと 仙臺しごとびと 仙臺しごとびと 仙臺しごとびと 仙臺しごとびと

10

00 BONBON-TV みんなのテレビ パパキャン 若手映画監督による短編映画 29�ヒストリーチャンネル
古代の宇宙人

決定的証拠を探せ！C
�アニマルプラネット

蘇る恐竜の時代 水辺に生きるB
�ディスカバリーチャンネル

NASA超常ファイル シーズン3
米大統領のUFO機密情報B

みんなのテレビ 田中律子のもっと旅するSUP

10
30

<沖縄よんな街歩き
こんにちは！
ベンビーです。

（7/19みんなのテレビ）

まいタウン錦ケ丘
時をかける

アメマ!
寛平さんぽ

DANCE
ALIVE HERO'S

（7/15 BONBON-TV）
魚っちんぐ

 みやぎ
昭和ノスタルジック

紀行
35 仙台まちめぐり
40 こんにちはキャット･ヴィです
45 すわSPA!～温泉のススメ～

11～

翌9
00 QVC（11:00～翌9:00）

11～

翌9
※都合により番組の内容・日時が変更あるいは中止されることがあります。
ご了承ください。

チャンネル

6 仙台CATV 7仙台CATV


