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横浜に春を運んできたのは２万５千人あまりの市民ランナーでした。

去る３月１５日に初めて開催された市民マラソン「２０１５横浜マラソン」で

ｔｖｋは７時間半のマラソン中継に取り組み、

多くの市民ランナーと沿道の市民の皆さんとともに

春の横浜の風をお届けしました。

横浜の街の魅力と走る楽しさを多くの視聴者の皆さんと共有できたことは、

ｔｖｋのさらなる「ジモトＬＯＶＥ」を進めていく大きなパワーとなります。

２０１５年度春季編成では、県内企業の魅力を掘り起し、ひろくアピールする

「神奈川ビジネスＵｐ Ｔｏ Ｄａｔｅ」を筆頭に、

開局以来編成の柱としてきた「スポーツ」「音楽」のレギュラー番組のリニューアルなど、

多彩なプログラムの準備を進めています。

ｔｖｋの「ジモトＬＯＶＥ」、さらなる進化にご期待ください。

ジモトＬＯＶＥ さらに



NEW PROGRAMNEW PROGRAM



NEWS RELEASE

areaarea
エリア 22：00～22：30木ア

新番組 4/9スタート！

MC／内田裕子

県内人口900万人を誇り、横浜市・川崎市・相模原市の3つの政令指定都市
を有する神奈川経済の“今”を分かりやすく視聴者に伝えます。先進的な
事業や製品開発に取り組む県内の企業や事業所を取材、情報発信する
ことで地元経済の発展・活性化を目指します。神奈川で活躍する経済人・
経営者をクローズアップし、神奈川経済の可能性を探ります。

神奈川経済の“今”を分かりやすく伝えます。

三﨑幸恵（ｔｖｋアナ）

かながわの政治・経済・話題・スポーツを
　　　　　　　　　　　タイムリーにお伝えします。

県内の最新ニュースから町の話題まで、今日一日の
「かながわ」が見える。

小林咲夏（ｔｖｋアナ）

かながわの政治
21：30～22：00月 金▼

18：00～18：30金



NEWS RELEASE

areaarea
エリア

20：55～21：50土

12：00～14：00月 金▼
みなさんとひとつになって「ありがとッ！」

お昼の地域密着情報番組

メール・ＦＡＸはもちろん、ｔwitteｒなど最新の情報ツールをフル活用！ 

皆さんと番組がひとつになって「ありがとッ！」と感謝の声をかけ合えるホットな

雰囲気のお昼の情報番組です。

各曜日個性溢れるコメンテーターが出演!

おなじみの顔からニューフェイスまで多種多彩なコメンテーターが番組を盛り上げます!

ｔｖｋ１階ヨコハマNEWSハーバーから生放送！

当日撮影した内容をその日に放送する、鮮度抜群の

「撮って出し」でお届けします。

一年間かけて神奈川県内全市町村を
くまなく巡る超地元密着番組

9：00～9：30日

神奈川の「旬な食の話題」を
わかりやすくナビゲート！

（再放送）毎週月曜日 10:00～10：30

提供 ： JA神奈川



9：00～9：15土

18：00～18：30土

川崎の“LOVE”な情報をお伝えします！
音楽があふれ、産業・文化・芸術・レジャー・安らぎと多彩な要素に

恵まれた街“かわさき”。

川崎の魅力と情報をギュッとまとめた15分です。

NEWS RELEASE

areaarea
エリア

横浜をマナビ、横浜をナビゲート！！

9：30～10：00日

山あり、海あり、街あり・・・
多彩な神奈川の魅力を
カラフルにお伝えします！

提供 ： 神奈川県

提供 ： 横浜市

提供 ： 川崎市



NEWS RELEASE

sportssports
スポーツ

熱烈
応援
熱烈
応援

今シーズンも横浜DeNAベイスターズの
熱戦をお届けします！

22：00～22：30金 金22：30～22：55 金23：00～23：30

横浜Ｆ・マリノス情報はこちらから！
マリノスサポーターは「キクマリ」無しには

週末を迎えられません！

【ＭＣ】波戸康広
　　  小山愛理

川崎フロンターレの試合情報は
もちろん、練習や充実のイベント、
そして選手の親しみやすい素顔
まであらゆる情報を徹底的に取材
してお伝えします。

【ＭＣ】木村朱美
【番組ナレーター】
 三村ロンド

放送日

vs 広島東洋カープ

vs 広島東洋カープ

vs 東京ヤクルトスワローズ

vs 阪神タイガース

vs 阪神タイガース

vs 中日ドラゴンズ

vs 中日ドラゴンズ（平塚）

vs 中日ドラゴンズ

vs 阪神タイガース

vs オリックス・バファローズ

vs オリックス・バファローズ

vs オリックス・バファローズ

vs 福岡ソフトバンクホークス

vs 福岡ソフトバンクホークス

vs 福岡ソフトバンクホークス

18:15

18:15

18:30

18:15

18:15

18:30

18:15

18:15

18:30

18:15

18:15

18:15

18:15

18:15

18:15

18:30

18:30

18:30

18:30

18:30

18:30

18:15

18:15

18:15

18:15

18:15

18:15

18:30

18:30

18:30

3/31（火）

4/2（木）

4/3（金）

4/21（火）

4/22（水）

4/24（金）

5/12（火）

5/14（木）

5/22（金）

5/26（火）

5/27（水）

5/28（木）

6/2（火）

6/3（水）

6/4（木）

6/5（金）

6/19（金）

7/3（金）

8/1(土）

8/7（金）

8/8（土）

8/18（火）

8/19（水）

8/20（木）

8/25（火）

8/26（水）

8/27（木）

8/28（金）

8/29（土）

9/18（金）

vs 埼玉西武ライオンズ

vs 広島東洋カープ

vs 阪神タイガース

vs 広島東洋カープ

vs 阪神タイガース

vs 阪神タイガース

vs 東京ヤクルトスワローズ

vs 東京ヤクルトスワローズ

vs 東京ヤクルトスワローズ

vs 中日ドラゴンズ

vs 中日ドラゴンズ

vs 中日ドラゴンズ

vs 広島東洋カープ

vs 広島東洋カープ

vs 阪神タイガース

対戦カード 放送開始 放送日 対戦カード 放送開始

交流戦

交流戦

交流戦

交流戦

交流戦

交流戦

交流戦

今期J1復帰を遂げた湘南ベルマーレの試合結果
                     はもちろんのこと、クラブ・選手の
                     様々な一面やイベント情報などを
                     お届けします。

応応援応援 をお届けします！熱戦を

放送日 対戦カ ド 放送開始

月曜～木曜 18：15～21：30（最大枠）
金曜 18：30～21：30（最大枠）
土曜 18：30～21：50（最大枠）



NEWS RELEASE

musicmusic
音楽 7：00～7：30月 金

パワー
アップ 3/30スタート！ ▼

「吉田山田のオンガク開放区」いよいよスタート！！「吉田山田のオンガク開放区」いよいよスタート！！

吉田結威（よしだゆい・左）と山田義孝（やまだよしたか・右）からなる男性2人組アーティスト。
ユニット名には、二人の本名がそのまま使われている。2009年にメジャーデビュー。3rdアルバム「吉田山田」が、
第56回日本レコード大賞「優秀アルバム賞」受賞、2014年12月にはレコチョクデイリーランキング1位を獲得。
2013年12月に9thシングル「日々」はYouTubeで約650万再生を突破し、現在もロングセールスを続けている。
ライブシーンではZepp Tokyo、Zepp DiverCity Tokyoのワンマンライブをソールドアウトさせるほか、この4月
から5月にかけて開催される全国ツアー＜吉田山田ツアー2015＞の渋谷公会堂公演も既にソールドアウト。

コーナーMC
武井壮

「saku saku」6代目MCに
7!!（セブンウップス）NANAEが決定！！

NANAE

あゆみくりかまき

ポンモップ

音楽バラエティ番組「saku saku」の6代目MCに、沖縄出身・在住の男女4ピースバンド7!!（セブンウップス）のボーカル
NANAEが起用されることが決定しました。
「saku saku」歴代MCは、木村カエラ、トミタ栞など、番組MCをきっかけにアーティストとして活躍する中、すでにアーティスト
活動中のバンド・ボーカルがMCに起用されるのは番組史上初めてです！

7!! NANAEコメント
「saku saku」のMCをさせていただけるなんて、ドッ
キリかと疑うくらいビックリで、でもすごく嬉しかったで
す。いろんなゲストの方とお話できるのが楽しみなことは
もちろん、音楽以外でも楽しいことをたくさんやっていき
たいです。朝「saku saku」を観てくれた皆さんが、笑顔
で学校やお仕事に行ってもらえるような、そんな雰囲気
を作れるよう頑張ります！

22：00～22：30土
パワー

アップ 4/4スタート！



24：00～24：30月

24：00～24：30木 24：00～24：30金

24：00～24：30
水番組注目の新人・中堅アーティストを紹介する

音楽番組です。

アイドルのMVを中心に
「地球外有機生命体＝CYS７」の
日常をお届けする番組です。

ハードロック、ヘヴィメタル専門音楽番組。
グループへのインタビューや

コンサート、フェスタの模様もお届けします。

24：00～24：30火

水

（再放送）毎日月曜日 13:30～14：00

NEWS RELEASE

musicmusic
音楽

洋楽ファン必見！ 洋楽情報番組。
新着ビデオ、アーティストインタビュー、LIVE、チケット予約、

プレゼントなど洋楽情報満載の30分！

80～90年代中心の
大人向け洋楽ビデオ・プログラム！



23：00～23：30月
（再放送）毎日月曜日 11:00～11：30

（再放送）毎金月曜日 11:00～11：30

エンターテイメント

NEWS RELEASE

entertainmententertainment

吉祥寺を拠点に活躍するイラストレーター、

キン・シオタニが街をぶらりと歩いたり、

持ち味のドローイングシアターを

繰りひろげたり、いろいろやりつくす

キンシオゆるシアター！

カナガワの中高生の熱い汗を
お届けする青春バラエティ！！

18：00～18：30日

部活に頑張る中高生を応援！

中尾諭介

フォンチー

トーマス サリー

8：00～8：30土

“クルマそしてクルマのある暮らしの楽しさ”を
全面に打ち出した、クルマ情報番組です。

岡崎五朗

藤島知子

お届けする青春バラエティ！！

22：00～22：30日
（再放送）毎金土曜日 11:00～11：30

親子で楽しめるダンスや歌が満載!親子で楽しめるダンスや歌が満載!



ドラマ 他

NEWS RELEASE

and moreand more

19：00～19：30月
新番組

4/6スタート！

25：50～25：55金

他

新番組
4/3スタート！

23：00～23：3023：00～23：30火

新番組

4/7スタート！ 23：00～23：30木
000 23：00～木木

新番組 4/9スタート！

北村一輝主演
圧倒的なスケールで贈る「動物癒し時代劇」再び登場。

どんな事件も、でんぱより早く！オシャレに解決！ ～でんぱオシャレ探偵局～

予測不能なチャレンジバラエテイ番組。

気心知れた声優仲間達と共に森川智之が“やりたい事”

“やってみたい事”をただひたすら遊び尽くす！

何となくユル～っとのぞき見れる

『森川さん観察バラエティ』

©7Days BOYS制作委員会

©2015「続・猫侍」製作委員会

©「でんぱコネクション」製作委員会

奇才・井口昇監督×新時代のアイドル・でんぱ組.incの組み合わせで、話題
となった番組「でんぱコネクション」。
このたび3年の沈黙を破って、装いも新たに、『でんぱコネクション
フレンチ～でんぱオシャレ探偵局～』として復活します。今作では、
全編、横浜にてロケを実施！港町・横浜を舞台に6人が演じる

“美少年オシャレ探偵”が、珍事件を次々と解決！カラフルで
オシャレ、ポップでシュールな、コメディドラマが繰り広げ
られます。さらに、番組内でロケ地の他、魅力的な横浜の
街やアイテムをご紹介します。

俳優集団D-BOYSより高橋龍輝、荒井敦史、池岡
亮介、近江陽一郎の４人が俳優生命を賭け!?
こわーい大御所監督陣による７日間の育成計画に
挑戦!?果たして４人は試練を乗り越え、無事生き残
ることが出来るのか？そしてその「育成計画」とは？  
予測不能なチャレンジバラエテイ番組。

2萌える、侍。再び。

―時は江戸時代。
かつて“まだら鬼”と呼ばれ、剣豪として名を馳せていた斑目久太郎。浪人の身となった
彼の前に現れた一匹の白猫、玉之丞。その出会いが、久太郎を変えていく。一度は里に
残した妻子の元に戻った久太郎だったが、家族のため、武士の矜持のため、そして、
玉之丞のために、士官の道を目指し、再び江戸へ舞い戻るのであった・・・

台本ナシ！ 仕込みナシ！ゴールなし!

8：30～8：45土
新番組

4/4スタート！

クールジャパンなど「日本の魅力」をお届けする教育バラエティ番組。
日光江戸村のどこかにある不思議スポットから日本の魅力をお届けします。番組の
メインＭＣとして日本の魅力を伝えるのは１２歳の新人タレント・キッド咲麗花（さりか）。
日本とオーストラリアのハーフである彼女が日本・海外両方の視点から日本独自の文化
に疑問をぶつけ、日本カルチャーの新たな魅力を引き出します。

待望のセカンド・シーズン開始！！



新番組

©MMVII Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved

Licensed by KBS Media Ltd. ©2013 KBS. All rights reserved

©2005 MBC©2005 MBC

© 2006 SONY PICTURES TELEVISION INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ドラマ 他

NEWS RELEASE

and moreand more

15：00～15：5515：00～15：55金

20：00～20：55土

15：00～15：55木

20：00～20：55月

4/13（月）スタート！

必殺商売人

木枯し紋次郎

4/1（水）スタート！

4/11（土）スタート！
4/23（木）スタート！4/23（木）スタート！

1960年代ニューヨーク～華やかな広告業界
で働くクリエイティブ・ディレクターのドン・ドレ
ーパー(ジョン・ハム)は、タバコから政治家まで
幅広いクライアントを持ち絶大の信頼を置か
れている敏腕広告マン。家庭では良い夫・良い
父親を演じながら、ダウンタウンの奔放なイラ
ストレーター、ミッジ（ローズマリー・デウィット）
と不倫関係を持つプレイボーイの一面も。
そんなドレーパーは家族や同僚たちも知らない
“ある秘密”を抱えていた。

1950年代ソウル。ポン漢方医院の院長ポン･
ムリョンは40歳を過ぎてやっと娘グモクを授か
る。しかし朝鮮戦争の混乱の中、販売員ギジン
の策略によりグモクはギジンの娘とすり替えら
れてしまう！戦況が落ち着き、避難していた２人
の娘はギジンと共にソウルへと帰郷。ギジンの
娘はグモクとして裕福な家庭へ、一方すり替え
られたポン院長の本当の娘グモクは貧しい家
庭に送られ、食事もろくに与えられずにいた。
そんな時、目の前に500年物の山参＜サンサム＞
を見つけたグモク。それは貧しい生活から抜け
出すための希望の品だったのだが、何も知らな
いグモクは無我夢中で平らげてしまう。そして
グモクは激怒した家族から山参を食べた子とい
う意味で「サムシク（参食）」と名付けられる。8
年後、12歳になったサムシクはサムセンと名前
を変え、出稼ぎのためソウルへとやってくる。そ
して運命のいたずらか、ポン漢方医院で家政婦
として働くことになるのだが…。

22：00～22：55月

4/6（月）スタート！

ート！

ット）

らない

22月

4/
新番組4/1（

c. All Rights Reserved

と不倫関係を持つプレ
そんなドレーパーは家
“ある秘密”を抱えてい
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新番組
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を変え、出稼
して運命の
として働くこ

新番組

ニューヨークの富豪一家の一人息子が登校中に誘拐される。身代金の
要求を受け、両親は誘拐犯専門の私立探偵に息子の救出を要請する。
事件はＦＢＩの知るところとなり、共同で犯人を追う。真犯人と実行犯の
存在や、多数の容疑者の登場で、複雑に物語が展開するサスペンス・
ドラマ。アクションシーンも満載。

サムスンと一緒に笑って泣けば、心からハッピーになれる！
史上最高のロマンティック･ラブコメディ。恋人にフラれ、仕事もなくし
た太めのパティシエ、キム･サムスン。傲慢だけどカッコいい年下の御
曹司ジノンと出会い、身分も年齢も性格の違いも超えた不思議な恋の
歯車が回り出す…。

海外ドラマ

韓国ドラマ

時代劇

時代劇

韓国ドラマ

海外ドラマ

14：30～14：59
月 木

口に楊枝をくわえ息をはくと、木枯しに似た音を立
てることから人呼んで「木枯し紋次郎」。
人間嫌いだが、悪行も捨てては置けぬ性分。あてのない旅の間にその正義
感が火花を散らせる。また、各話ゲストに原田芳雄・藤村志保・扇千景・市原悦
子が登場。そして監督に市川昆を起用したテレビ時代劇は圧巻間違いなし！！

『新・必殺仕置人』最終回で「寅の会」が崩壊し、念仏の鉄率いるチームが解散してから数カ月後。「足力屋」に鞍替
えした正八は、兄の仇である仕置人に復讐しようとした男が返り討ちにされる現場に出くわす。しかも、その仕置人
は、踊りの師匠おせいと箱屋の新次という正八も見知った相手であった。正八はこのことを中村主水に語るが、
女房のりつが懐妊したことで奮起を促されていた主水はこれを表の仕事の手柄にしようと考える。正八の反対を
突っぱね、おせいに揺さぶりをかける主水であったが、逆におせいはこれをいなし、新次に頼んで主水のことを調
べ始める。

『新・必殺仕置人』最終回で「寅の会」が崩壊し、念仏の鉄率いるチームが解散してから数カ月後。「足力屋」に鞍替
えした正八は、兄の仇である仕置人に復讐しようとした男が返り討ちにされる現場に出くわす。しかも、その仕置人
は、踊りの師匠おせいと箱屋の新次という正八も見知った相手であった。正八はこのことを中村主水に語るが、
女房のりつが懐妊したことで奮起を促されていた主水はこれを表の仕事の手柄にしようと考える。正八の反対を
突っぱね、おせいに揺さぶりをかける主水であったが、逆におせいはこれをいなし、新次に頼んで主水のことを調
べ始める。

▼
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