基本編成表

月 曜 日

火 曜 日

4:00 ●厳選棋譜解説
4:00 ●厳選棋譜解説
4:00
5:00 ●囲碁まるナビ（25日からは「［30周 5:00 ●スカパー !presents 第1回 日中韓
.48
年記念連続放送］竜星戦」）
竜星戦JAPAN2019（26日からは 5:00
.20 ●次の一手TV（×2）
「［30周年記念連続放送］竜星戦」）
.46 ●詰碁TVプラス
6:00 ａ
第4回 YAMADA女流チャレンジ杯
6:30 ●挑戦！テレビ囲碁認定
			 （5日は6:35 ～「最新将棋講座」（×2）） 6:00
.48 ●最新囲碁上級講座
7:00 ａ第29期 銀河戦（26日は「第29期
.48
7:00 ●第30期竜星戦セレクション
銀河戦 決勝トーナメント 開幕特番」） 7:00
決勝T進出者対局選
8:45 ａ将棋初級講座
9:00 ●第1期 新竜星戦
			 （5日は8:40

〜「将棋まるナビ」）
9:00
.40 ●囲碁まるナビ
9:00 ａ将棋初級講座（×2）
10:00 ●日本囲碁連盟囲碁講座（4日は「棋力
（5日は「タイトル戦 徹底解説」）
.35
向上委員会 The PASSION ！！」）
.22 ａ将棋中級講座（×2）
◆番組内容に関するお問い合わせは、
.35 ●最新囲碁上級講座（×2）
.45 ａ最新将棋講座（19日は9:46 ～
10:00
囲碁・将棋チャンネルカスタマー
X「女流王将戦 三番勝負 第2局」）
11:00 ●囲碁上級講座（×3）
センター（03－3511－1986） .32 ●Let'sチャレンジ詰碁
10:00 ａお好み将棋道場
までお願いいたします。
.45 ●挑戦！テレビ囲碁認定
11:40 ａ5手詰 ＆ 挑戦！テレビ将棋認定
0:00
0:00 ａ月替わり棋士特集（10月は「羽生善 0:30 ●パンダネット囲碁講座 ＆ 詰碁
1:45
治特集」、18日からは～ 3:20）
1:00 ●第29期 竜星戦（19日は14:00 ～
2:00
1:38 ａ将棋講座（×2）
ａX「女流王将戦 三番勝負 第2局」） 3:38
※カスタマーセンターの営業時間は 2:00 ａ第71期 ALSOK杯王将戦 二次予選 3:00 ●最新日本囲碁連盟囲碁講座
4:00
3:20 ａ挑戦！テレビ将棋認定
.32 ●詰碁TVプラス（5日は「最新囲碁初級講座」、12 .35
年中無休 前10:00～後8:00です。
.35 ａ将棋まるナビ ＆ 5手詰
日は3:30 ～「第30期 竜星戦 決勝T開幕特番」） .42
4:00 ａ将棋やさしい番組
.45 ●挑戦！テレビ囲碁認定
6:00
◎都 合により番組内容を一部変更さ
.45 ａ第70期  王将戦 挑戦者決定リーグ戦 4:00 ●囲碁やさしい番組
7:00
せて頂く場合がございます。なお、
（4日は5:00 ～「タイトル戦徹底解説」） .32 ●次の一手TV（×2）
.20
最新の番組内容はホームページで 6:00 ●第23期 ドコモ杯女流棋聖戦（4・18日） 5:00 ●初棋力向上委員会 The PASSION ！！ .48
も確認できますので、併せてご利 		 ●初第4期 韓国竜星戦（11・25日） 6:00 ａ第35期 霧島酒造杯 女流王将戦 プレイバック 8:00
8:00 ●第30期竜星戦セレクション
7:38 ａ5手詰 ＆ 7手詰 ＆ 初最新将棋講座
用ください。
決勝T進出者対局選
8:00 ａ初第29期 銀河戦（19日は初「第29期 10:00
銀河戦 決勝T開幕特番」、26日からは 11:00
→https://www.igoshogi.net 10:00 ａ第29期 銀河戦
11:38 ａ将棋講座（×2）（18日〜「7手詰」）
「第29期 銀河戦 決勝T進出者対局選」）
.43 ａ第69期 大阪王将杯王将戦
9:45 ａ将棋中級講座
（4・11日は0:00 ～）
10:00 ●第30期 竜星戦（19日は「第30期 竜星戦
.46
1:00 ａ初タイトル戦 徹底解説
決勝T開幕特番」、26日からは「第30期 竜 0:00
.46 ａ挑戦！テレビ将棋認定
星戦セレクション 決勝T進出者対局選」） 1:38
＝囲碁番組
＝将棋番組
2:00 ●囲碁 名局の解説
0:00 ●記憶の一局セレクション
2:00
（25日からはａ「

［30周年記念連続 1:00 ●日中竜星戦
＝囲碁・将棋のやさしい番組
放送］銀河戦」）
2:00 ａめざせプロ棋士セレクション
初＝初回放送
X ＝生放送
3:48 ●最新囲碁上級講座
3:00 ａ
女流棋戦 ＆ 挑戦！テレビ将棋認定 3:48

10 月

木 曜 日

土 曜 日

ａ
タイトル戦 徹底解説
ａ
ひふみん日記
ａ
将棋特番
（20日は●「囲碁特番」

、27日からは
●「［30周年記念連続放送］竜星戦」）
●囲碁特番セレクション
●最新囲碁上級講座
●第30期竜星戦セレクション
決勝T進出者対局選
●最新日本囲碁連盟囲碁講座
（6日は9:32 ～「挑戦！テレビ囲碁認定」）
●パンダネット囲碁講座（×2）
（6日は9:48 ～「最新囲碁初級講座」）
●月替わり棋士特集
（10月は「一力

遼特集」、27日は11:00 ～
「第29期竜星 一力 遼の素顔」）
ａ第28期 銀河戦
ａ将棋中級講座
ａ銀河戦女流棋士特集
ａ将棋講座（×2）
ａ将棋やさしい番組
ａ3手詰 ＆ 5手詰
ａ第69期 大阪王将杯王将戦
●記憶の一局セレクション
●囲碁まるナビ
●テレビ囲碁認定 ＆ 詰碁TVプラス
●初最新囲碁初級講座
●第30期竜星戦セレクション
決勝T進出者対局選
●第1期 新竜星戦 ＆ 囲碁まるナビ
ａタイトル戦 徹底解説セレクション
（6日は「将棋特番」

、11:38 ～「将棋
講座」（×2））
ａ挑戦！テレビ将棋認定
ａ初銀河戦AIガイド
ａ将棋講座（×2）
●囲碁 名局の解説
（6日は「囲碁特番」

、27日からはａ
「［30周年記念連続放送］銀河戦」）
●最新囲碁上級講座

日 曜 日
〒１０２ ０-０７６ 東京都千代田区五番町７ ２- 日本棋院会館Ｂ1Ｆ 電話︵０３︶３５１１ １-９８６︵囲碁・将棋チャンネルカスタマーセンター︶

ａ初女流棋戦
4:00 ●厳選棋譜解説
4:00 ａめざせプロ棋士セレクション
ａ挑戦！テレビ将棋認定
5:00 ●囲碁特番セレクション（23日からは 5:00 ａ将棋特番セレクション
ａ将棋特番セレクション（22日からは
「［30周年記念連続放送］竜星戦」）
（24日からは●「

［30周年記念連続
●「［30周年記念連続放送］竜星戦」） 6:47 ●Let'sチャレンジ詰碁
放送］竜星戦」）
ａ将棋まるナビ（22日からは 6:47 ～ 7:00 ａ将棋やさしい番組
6:40 ａ将棋まるナビ
●「Let'sチャレンジ詰碁」）
.32 ａ将棋中級講座
7:00 ●囲碁やさしい番組
●第4期 韓国竜星戦（15・29日）
.46 ａ初挑戦！テレビ将棋認定
.32 ●初挑戦！テレビ囲碁認定
●囲碁特番（22日）
8:00 ａ
月替わり戦法特集（10月は「四間飛車特集」） .48 ●最新囲碁上級講座
（1・8日は「パンダネット囲碁講座」

（×2）、
（9日は「将棋特番」

、9:46 ～ X「女流
（10日からは「囲碁初級講座」）
1日は7:25 ～「挑戦！テレビ囲碁認定」i）
王将戦 三番勝負 第1局」、30日は11:15 8:00 ●第二十一期 ドコモ杯 女流棋聖戦
●囲碁初級講座（8・22日）
～「第29期 銀河戦 決勝T開幕特番」）
セレクション
●囲碁初級講座
11:45 ａ将棋まるナビ（30日は初）
10:00 ●お好み置碁道場
●幽玄の間presents囲碁講座（×3）
（22日） 0:00 ●囲碁まるナビ（30日は初）
11:47 ●詰碁TVプラス
●挑戦！テレビ囲碁認定
.20 ●囲碁上級講座（×2）
（3日は「最新囲碁初級講座」）
●第二十期 ドコモ杯 女流棋聖戦セレクション
（9日は0:30 ～「第28期竜星 一力の素顔」） 0:00 ａアマプロ戦特集
ａ第28期 銀河戦（1日は「藤井 猛の素顔」i） .45 ●挑戦！テレビ囲碁認定
3:20 ａ挑戦！テレビ将棋認定
ａ将棋講座（×2）
1:00 ●第4期 韓国竜星戦（2・16・30日） .35 ａ将棋講座（×2）
ａ女流棋士特集（10月は「西山朋佳特集」）
（9日は初「第1期

新竜星戦」、
（3日は3:38 ～「最新将棋講座」
（×2））
ａ将棋中級講座（×2）
1:40 ～「囲碁まるナビ」、
4:00 ａ将棋特番セレクション
（1日は3:46 ～「将棋中級講座」）
2:00 ～ａX「女流王将戦 三番勝負
（31日は5:00

～「第29期 銀河戦 決
ａ将棋やさしい番組
第1局」、23日は「竜星戦セレクション」）
勝T開幕特番」）
ａひふみん日記（1日は4:48 ～）
3:00 ●初第1期 新竜星戦
5:45 ａ将棋中級講座
●囲碁特番セレクション
.40 ●囲碁まるナビ
（3日は5:48

～「将棋中級講座」、
（1・8日は5:48 ～「囲碁初級講座」） 4:00 ●石倉 昇&戸島 花 ｢囲碁最速上達法｣（×2）
31日からは「将棋初級講座」）
●棋力向上委員会The PASSION!!セレクション .32 ●囲碁初級講座 ＆ 詰碁（16日～）
6:00 ●棋力向上委員会 The PASSION!!
●囲碁初級講座（×3）
5:00 ●記憶の一局セレクション（16日～） 7:00 ●初最新日本囲碁連盟囲碁講座
（29日からは「囲碁上級講座」（×3）） 6:00 ａ第32期 霧島酒造杯 女流王将戦 プレイバック .32 ●挑戦！テレビ囲碁認定
●挑戦！テレビ囲碁認定
7:38 ａ7手詰 ＆ 挑戦！テレビ将棋認定
.48 ●初最新囲碁上級講座
●初最新囲碁上級講座
8:00 ａ将棋特番セレクション
8:00 ●第24期 ドコモ杯 女流棋聖戦セレク
●囲碁特番セレクション（22日は
（30日は初「お好み将棋道場」）
ション（3日は「囲碁特番」）
初「第29期竜星 一力 遼の素顔」） 9:38 ａ最新将棋講座（×2）
10:00 ａお好み将棋道場
●最新囲碁初級講座
10:00 ●第30期 竜星戦
11:38 ａ将棋講座（×2）
ａ第29期 銀河戦（1日は「将棋特番」） 0:00 ●竜星戦AIガイド（2日はａ「将棋特番」i） 0:00 ａTSR2005将棋列伝
ａ将棋講座（×2）
1:48 ●囲碁初級講座
（24日からは「銀河戦AIガイド」）
第
 2回 囲碁・将棋チャンネル杯麻雀王 2:00 ａ
女流棋戦（23日からは「［30周年記 .32 ａ将棋まるナビ
決定戦（1日はａ「将棋まるナビ」i）
念連続放送］銀河戦」）
.48 ａタイトル戦徹底解説セレクション
ａ将棋講座（×2）
.46 ａ挑戦！テレビ将棋認定
1:38 ａ将棋講座（×2）
●第23期 ドコモ杯女流棋聖戦セレクション 3:00 ａタイトル戦 徹底解説
2:00 ●第9期 中国竜星戦
（22日からはａ「

［30周年記念連続放送］
（23日からは3:40 ～「将棋まるナビ」）
（24日からはａ「

［30周年記念連続放送］
銀河戦」、3:40 ～ａ「将棋まるナビ」）
.46 ａひふみん日記
銀河戦」、3:40 ～ａ「将棋まるナビ」）
※10月6日（水）深夜3:00 〜翌午前4:00、13日（水）深夜1:00 ～翌午前7:00、
26日（火）深夜1:00 〜 3:00はメンテナンスのため放送休止

株式会社 囲碁将棋チャンネル

4:00
4:00 ●囲碁特番セレクション
.46
5:00 ●［30周年記念連続放送］竜星戦
5:00
（7日はａ「将棋特番」）
6:47 ●Let'sチャレンジ詰碁
7:00 ａ第29期 銀河戦（28日からは「第29期 6:40
銀河戦 決勝T進出者対局選」）
7:00
8:38 ａ将棋講座（×2）
9:00 ａ将棋講座（×2）
.22 ａ将棋中級講座（×2）
.45 ａ最新将棋講座
10:00 ａ第71期 ALSOK杯王将戦 二次予選 8:47
（7日は「ひふみん日記」

（×2）、10:25 ～ 9:00
「将棋講座」（×2）、11:00 ～「将棋特番」） .12
.44
11:45 ａ将棋まるナビ
10:00
0:00 ●第29期 竜星戦
0:00
2:00 ●月替わり棋士特集
1:38
（10月は「一力 遼特集」）
2:00
3:32 ●囲碁初級講座
3:38
.45 ●Let'sチャレンジ詰碁
4:00 ●囲碁やさしい番組
4:00
.44 ●挑戦！テレビ囲碁認定
.45
5:00 ●棋力向上委員会The PASSION!!
5:00
6:00 ａめざせプロ棋士セレクション
7:00 ａ初最新将棋初級講座
6:00
.15 ａ将棋まるナビ
7:00
.35 ａ挑戦！テレビ将棋認定
.48 ａ初最新将棋講座
.32
8:00 ａ初第29期 銀河戦
.48
（21日からは「第29期

銀河戦 決勝
8:00
T進出者対局選」）
9:45 ａ将棋入門講座
9:48
10:00 ●第30期 竜星戦
（21日からは「第30期

竜星戦セレク 10:00
11:38
ション 決勝T進出者対局選」）
0:00
0:00 ●初竜星戦AIガイド
1:46 ●挑戦！テレビ囲碁認定
1:35
2:00 ａ［30周年記念連続放送］銀河戦
（7・14日は「タイトル戦徹底解説」

、2:48 ～ 2:00
「ひふみん日記」、3:00 ～「めざせプロ棋士」）
3:40 ａ将棋まるナビ

金 曜 日

水 曜 日

