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【【ⅠⅠ】】22001122 年年春春編編成成ににつついいてて 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２】話題の番組について 
 

（１）自社制作番組 

 

■生活情報番組「ごごたま」 新スタイル始動！！ 

毎週月～金曜日１６：３０～１７：４５  

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎週月曜日の「ごごたま天気」では人気番組「街美女アルバム」（４月から毎週日曜日２４：００～

放送）とコラボ！県内の美女がテレ玉のスタジオや時には外からお天気をお伝えします！ 
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テレ玉では今春の改編で「あなたにカンケイあるテレビ テレ玉」というタグラインをより一層、

番組へ具現化していきます。 

生放送の生活情報番組「ごごたま」を新しいスタイルに変更するほか、データ放送を 

リニューアルし、より県民が必要な情報をお届けします。 

視聴者に「わたしにもカンケイがある」「気軽に参加できる」「知っている人が出ている」 

「自分に役立つ情報がいっぱい」といった仲間意識を抱いていただけるような番組編成を 

目指します。 

 

※１６：３０～１７：００ 首都圏トライアングル枠（tvk・チバテレ同時ネット） 

  １７：００～１７：４５ 埼玉ローカル枠 

 

埼玉県内の話題・グルメ・お出かけ情報などローカル情報満載の 

ごごたまが２０１２年春「笑顔」をテーマにリニューアル！ 

曜日ごとに個性あふれるパーソナリティを配置し、 

より元気に！より楽しく！情報をお届けします！ 

 

【月～金 MC】 

テレ玉新アナウンサー  山田香菜子 

 

特技は書道・走り高跳び・ラテアート・ザリガニ獲りなど。 

多才な山田アナが夕方の新しい「顔」になります！ 

◎この件についてのお問い合わせ先はテレ玉編成部まで TEL：048-824-4104  FAX：048-834-0326    



  

 

各曜日のスペシャルパーソナリティ＆コーナー 

■ごごたまＭｏｎｄａｙ 

 

 

 

 

 

 

■ごごたまＴｕｅｓｄａｙ 

 

 

 

 

 

 

■ごごたまＷｅｄｎｅｓｄａｙ 

 

 

 

 

 

 

 

■ごごたまＴｈｕｒｓｄａｙ 

 

 

 

 

 

 

■ごごたまＦｒｉｄａｙ 

 

 

 

 

 

◆ななめ 45°◆ 
埼玉県出身。 

岡安・土谷・下池の 

お笑い３人組 

ごごたまでは「鉄男」コ

ーナーで活躍中！ 

◆椿姫
つ ば き

彩
あや

菜
な

◆ 
女性タレント  

埼玉県出身 

ラジオ・舞台で活躍中！ 

ごごたま初登場。 

◆だいまじん◆ 
だいじ・じんのすけの

お笑い２人組 

埼玉県内全市町村を

ロケで全制覇！ 

ごごたま「Oh!しかけ

隊」コーナーで活躍！ 

◆有村
ありむら

昆
こん

◆ 
映画コメンテーター 

キー局映画情報でも

多数出演。 

ごごたま「シネマより

愛を込めて」コーナー

で活躍！ 

 

◆遠近
とおちか

由美子
ゆ み こ

◆ 
人気女性ＤＪ 

埼玉県出身 

ラジオで活躍中！ 

ごごたま初登場。 

［目玉コーナー］ 

自転車に乗って 

～埼玉サイクリング～ 

県内を自転車に乗ってお散歩♪ 

 

・鉄男（県内全駅制覇コーナー） 

・旬をお届け！ごごたま便 

・テレ玉広報コーナー  ほか 

［目玉コーナー］ 

Be-style 

ネイル・ガーデニング・主婦雑

誌とのコラボ企画など体にも心

にも嬉しい情報満載！ 

 

・漢方納得相談 

・うまいもん      ほか 

［目玉コーナー］ 

スポトピ 

県内のスポーツ情報をお届け！ 

 

・Oh！しかけ隊 

・だいまじんのイクメン日記 

・私学・経済情報    ほか 

［目玉コーナー］ 

トレンドリサーチ 

人気のお取り寄せグルメなど 

ヒット商品をいち早く紹介！ 

 

・エン玉（映画・音楽情報） 

・さいたま市 

・西武沿線情報     ほか 

［目玉コーナー］ 

たまリポ＋ 

県内各地から生中継！お出か

け、イベント情報などを発信！ 

 

・介護情報コーナー 

・ちちぶなう 

・旅して埼玉      ほか 
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◎この件についてのお問い合わせ先はテレ玉編成部まで TEL：048-824-4104  FAX：048-834-0326    



  

 

（２）共同制作番組 

■AKB0048  ４月２９日（日）スタート 

毎週日曜日  ２３：３０～２４：００ 
※ テレ玉ほか 北海道テレビ、東北放送、福島テレビ、とちぎテレビ、群馬テレビ、 

チバテレ、tvk、三重テレビ、サンテレビ、KBS京都、広島テレビ、TVＱで放送 

 

※公式ＨＰ：http://akb0048.jp/ 

国民的アイドルグループ AKB４８がアニメになって登場！！ 

「AKB48」総合プロデューサー秋元康企画・監修の 

ハイクオリティー・オリジナルアニメーション！ 

芸能禁止の時代、危険を顧みず、ゲリラライブを送り届けるアイドル達がいた。 

そう、彼女達の名は「AKB0048」。地球滅亡直前まで、伝説のアイドルとして輝き続けた

「AKB48」。その名を襲名するという形で受け継いだ超銀河アイドルチームの物語。 

 

■戦国鍋 TV～なんとなく歴史が学べる映像～ 

４月２３日（月）スタート 

毎週月曜日   ２３：３０～２４：００ 

※テレ玉ほかチバテレ、tvk、サンテレビで放送 

※公式ＨＰ：www.tvk-yokohama.com/sengokunabe-tv 

出演 山崎樹範・村井良大・山本匠馬・石井智也・麗奈ほか 

 

あの大人気歴史バラエティが帰ってくる！ 

２０１０年４月から放送が始まり、昨年９月までの１年半（全７８話）続いた 

「戦国鍋ＴＶ」が、半年間の休止を経て、２０１２年４月に帰ってきます！ 

登場人物は戦国時代にとどまらず、江戸時代から幕末までを網羅し、場合によっては、戦国

時代以前の室町・鎌倉時代のネタも！？前シリーズの人気コーナーはもちろん継承しながら、

新コーナーも続々登場、楽しみながら歴史をなんとなく学べちゃう番組です！ 

 

■伊集院光のばんぐみ  ４月４日（水）スタート 

毎週水曜日  ２６：０５～２６：３５ 

※テレ玉ほかチバテレ、ｔｖｋ、三重テレビ、サンテレビ、KBS 京都で放送      

伊集院光のディープな魅力満載！ 

巧みな話術と豊富な知識で知的バラエティタレントとしてお茶の間に親しまれている

伊集院光がコアな笑いの世界を追求し、ディープな世界を完全ＴＶ映像化！ 

伊集院が常日頃ストックしている思い付き企画の数々を果敢にチャレンジしていく主

導権完全掌握番組です！ 
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ⓒ2010戦国鍋 TV 

ⓒAKB0048製作委員会 

◎この件についてのお問い合わせ先はテレ玉編成部まで TEL：048-824-4104  FAX：048-834-0326    



  

 

【３】スポーツ中継について  
（１）プロ野球中継 

■２０１２年のプロ野球中継数：３３試合 

 

■放送期間：２０１２年４月３日（火）～１０月２日（火） 

 

■放送時間：平日１８：３０～２１：３０/土日１８：００～２１：００ 

 ※平日・土日ともに原則延長なし  

 

■解説・実況・リポーター 

【解   説】松沼雅之・大友進・辻発彦 

【実   況】上野晃・坂信一郎・大澤幹朗・山田泰三 

小笠原聖・矢野吉彦・加藤暁 

【リポーター】永田怜奈 

 

 

試合日 対戦カード 試合日 対戦カード 

4月 3 日(火) 埼玉西武×千葉ロッテ 7月 31日(火) 埼玉西武×オリックス 

4月 4 日(水) 埼玉西武×千葉ロッテ 8月 7日(火) 千葉ロッテ×埼玉西武 

4月 6 日(金) 埼玉西武×ソフトバンク 8月 8日(水) 千葉ロッテ×埼玉西武 

4月 17日(火) 埼玉西武×日本ハム 8月 10日(金) 埼玉西武×日本ハム 

4月 24日(火) 日本ハム×千葉ロッテ 8月 12日(日) 埼玉西武×日本ハム 

5月 1 日(火) 埼玉西武×東北楽天 8月 21日(火) 埼玉西武×ソフトバンク 

5月 2 日(水) 埼玉西武×東北楽天 8月 22日(水) 埼玉西武×ソフトバンク 

5月 22日(火) 埼玉西武×巨人 8月 23日(木) 埼玉西武×ソフトバンク 

5月 23日(水) 埼玉西武×巨人 9月 2日(日) 埼玉西武×千葉ロッテ 

6月 6 日(水) 埼玉西武×中日 9月 4日(火) 埼玉西武×ソフトバンク 

6月 13日(水) 埼玉西武×阪神 9月 5日(水) 埼玉西武×ソフトバンク 

6月 14日(木) 埼玉西武×阪神 9月 11日(火) 埼玉西武×オリックス 

6月 22日(金) 埼玉西武×オリックス 9月 12日(水) 埼玉西武×オリックス 

6月 26日(火) 日本ハム×東北楽天 9月 25日(火) 埼玉西武×東北楽天 

6月 27日(水) 千葉ロッテ×埼玉西武 9月 26日(水) 埼玉西武×東北楽天 

6月 29日(金) 埼玉西武×日本ハム 10 月 2日(火) 埼玉西武×千葉ロッテ 

7月 6 日(金) 埼玉西武×東北楽天   
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【２０１２年 テレ玉で放送するプロ野球中継カード】 

◎この件についてのお問い合わせ先はテレ玉編成部まで TEL：048-824-4104  FAX：048-834-0326    



  

 

（２）Ｊリーグ中継 

上期は生中継で１３試合編成する予定です。 

 

■浦和レッドダイヤモンズ戦＝上期 ７試合中継 

【解   説】福田正博/福永泰/瀬田龍彦/宮澤ミシェル 

【実   況】上野晃/大澤幹朗 他 

【リポーター】時田愛梨 

 

 

試合日 節 放送時間 対戦カード 

3 月 31日(土) 第４節 １５：００～１７：００ 川崎フロンターレ 

4 月 14日(土) 第６節 １５：００～１７：００ ヴィッセル神戸 

5 月 3 日(木) 第９節 １９：００～２１：００ 横浜 F・マリノス 

6 月 23日(土) 第１５節 １９：００～２１：００ ベガルタ仙台 

7 月 7 日(土) 第１７節 １８：００～２０：００ サガン鳥栖 

7 月 28日(土) 第１９節 １８：００～２０：００ ジュビロ磐田 

8 月 18日(土) 第２２節 １９：００～２１：００ 鹿島アントラーズ 

                                    ※下期の中継カードは現在調整中です。 

 

■大宮アルディージャ戦＝上期 ６試合中継 

【解   説】清雲栄純/戸塚啓 他 

【実   況】山田泰三 他 

【リポーター】佐藤弥生 

 

 

試合日 節 放送時間 対戦カード 

5 月 6 日(日) 第１０節 １６：００～１８：００ ガンバ大阪 

5 月 19日(土) 第１２節 １６：００～１８：００ 川崎フロンターレ 

6 月 16日(土) 第１４節 １９：００～２１：００ 柏レイソル 

6 月 30日(土) 第１６節 １９：００～２１：００ 清水エスパルス 

8 月 11日(土) 第２１節 １９：００～２１：００ サンフレッチェ広島 

8 月 25日(土) 第２３節 １９：００～２１：００ ベガルタ仙台 

※下期の中継カードは現在調整中です。 

 

 

News Release                                         
2012/03/13 

【２０１2上期 テレ玉で放送する浦和レッズ戦中継カード】 

 

【２０１2上期 テレ玉で放送する大宮アルディージャ戦中継カード】 

 

◎この件についてのお問い合わせ先はテレ玉編成部まで TEL：048-824-4104  FAX：048-834-0326    



  

 

【4】データ放送について  

３月２３日（金）テレ玉のデータ放送がリニューアル！！ 

埼玉県のお出かけ情報や災害・防災情報をリアルタイムにお届けします！ 

 

テレ玉 TOPページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「県からの          埼玉県ページ 

お知らせ」を 

PUSH！ 
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ニュースや番組情報・県内各地

のお天気情報などが充実！ 

「あなたにカンケイある」情報

が増えました！ 

県のページでは 

最新トピックスがチェックできる「県からのお知らせ」のほか、耳寄り情報満載の「お出かけ情報」、

県内の出来事や県政ニュースを掲載する「県政トピックス」、英語・中国語・ハングル語など６か国語

に対応した「外国人の皆さまへ」、議員名簿などの「県議会」など県内の情報が盛りだくさん！！ 

 

災害発生時には 

画面が防災モードに！ 

避難勧告の発令状況や

避難所開設情報・地震

情報などをリアルタイ

ムで配信！！ 

◎この件についてのお問い合わせ先はテレ玉編成部まで TEL：048-824-4104  FAX：048-834-0326    


