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Женщинa говорит хорошенькой соседке по дaче: 

- Ты не моглa бы нaдеть тот свой смелый купaльник и 

позaгорaть нa своем учaстке? 

- Нет проблем. А зaчем? 

- Хочу, чтобы муж все-тaки зaнялся починкой огрaды. 

07.00 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
07.30 ╃けおすけさ おさぇしけすに
08.00 [うねかすけさしおうえ ゃっしすくうお
08.30 15 きうくせす け そうすくっしっ
08.50 ┿しすさけこさけゅくけい
08.55 10 +
09.00 ‶はすにえ せゅけか
09.20 ╁ きうさっ ょけさけゅ
09.40 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
09.55 ┿しすさけこさけゅくけい
10.00 ╁しっ ゃおかのつっくけ
10.40 ╁っしすう.ru
11.00 ╁っしすう-しこけさす
11.15 《せすぉけか. 〈けゃぇさうとっしおうえ きぇすつ. 

╃ぇくうは-[けししうは
13.10 ′ぇせおぇ 2.0
13.40 ╁っしすう.ru
14.00 ╁っしすう-しこけさす
14.10 ╀けかぬてけえ すっしす-ょさぇえゃ しけ ]すうか-

かぇゃうくにき
15.05 》/そ «╆╄╋′¨╄ ぅ╃[¨, ╀[¨]¨╉ 

╁ ‶[╄╇]‶¨╃′ぃぃ»
17.35 〉ょぇさ ゅけかけゃけえ

18.40 ╁っしすう-しこけさす
18.55 ┿しすさけこさけゅくけい
19.00 ]すさけうすっかぬくにえ こけかうゅさぇそ
19.30 ╆ょさぇゃしすゃせえ, きぇかにて!
19.50 10 +
20.00 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
20.20 ╀ぇしおっすぉけかぬくにっ ょくっゃくうおう 

«〉╂╋╉»
20.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
20.40 ╁ きうさっ ょけさけゅ
20.55 ′ぇせおぇ 2.0
21.25 》けおおっえ. ╉》╊. 1/4 そうくぇかぇ おけく-

そっさっくちうう «╆ぇこぇょ». ‶さはきぇは すさぇくしかは-
ちうは

23.55 》けおおっえ. ╉》╊. 1/4 そうくぇかぇ おけく-
そっさっくちうう «╁けしすけお»

02.20 ╁っしすう.ru
02.40 ╊っゅっくょぇ け たさせしすぇかぬくにた つっさっ-

こぇた
03.45 ╀けかぬてけえ すっしす-ょさぇえゃ しけ ]すうか-

かぇゃうくにき
04.40 》けおおっえ. ╉》╊. 1/4 そうくぇかぇ おけく-

そっさっくちうう
06.00 ╁しっ ゃおかのつっくけ
13.00 ′ぇせおぇ 2.0

05.00 〉すさけ [けししうう
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 ╁っしすう-〉さぇか. 
〉すさけ

09.05 ] くけゃにき ょけきけき!
10.00 ¨ しぇきけき ゅかぇゃくけき
11.00 ╁っしすう
11.30 ╁っしすう-〉さぇか
11.50 ╉せかぇゅうく う こぇさすくっさに
13.00 〈/し «〈ぇえくに しかっょしすゃうは»
14.00 ╁っしすう
14.30 ╁っしすう-〉さぇか
14.50 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ
15.05 〈/し «╄そさけしうくぬは. ‶さけょけか-

あっくうっ»

16.00 ╁っしすう
16.30 ╁っしすう-〉さぇか
16.50 〈/し «╉さけゃうくせておぇ»
17.50 〈/し «》けいはえおぇ きけっえ しせょぬ-

ぉに»
18.50 ‶さはきけえ ねそうさ
19.50 ╁っしすう
20.20 ╁っしすう-〉さぇか
20.40 ]こけおけえくけえ くけつう, きぇかにてう!
20.50 〈/し «╊のぉぇ. ╊のぉけゃぬ»
21.50 ╁にぉけさに-2012
22.50 ╆ぇぉにすにえ ゃけあょぬ. ┿かっおしぇくょさ 

╉っさっくしおうえ
23.45 ╃さぇきぇ «╋｠ ╇╆ ╀〉╃〉】╄-

╂¨-2»
01.45 ╁っしすう+
02.10 〈/し «╃っゃせておぇ-

しこかっすくうちぇ-3»

05.00 〈っかっおぇくぇか «╃けぉさけっ せすさけ»
09.00 ′けゃけしすう
09.05 ╉けくすさけかぬくぇは いぇおせこおぇ
09.40 ╅うすぬ いょけさけゃけ!
10.40 ‶さぇゃけ くぇ いぇとうすせ
11.50 ╅っくしおうえ あせさくぇか
12.00 ′けゃけしすう
12.20 ╋けょくにえ こさうゅけゃけさ
13.20 ‶けくはすぬ. ‶さけしすうすぬ
14.00 ╃させゅうっ くけゃけしすう
14.20 》けつせ いくぇすぬ
15.00 ′けゃけしすう (し しせぉすうすさぇきう)

15.20 〈/し «¨ぉさせつぇかぬくけっ おけかぬちけ»
17.05 ]ゃけぉけょぇ う しこさぇゃっょかうゃけしすぬ
18.00 ╁っつっさくうっ くけゃけしすう (し しせぉ-

すうすさぇきう)
18.45 ‶せしすぬ ゅけゃけさはす
19.50 』っかけゃっお う いぇおけく
21.00 ╁さっきは
21.30 〈/し «‶ぇこぇてう»
22.30 』っきこうけくぇす きうさぇ こけ ぉうぇす-

かけくせ. ]きってぇくくぇは ねしすぇそっすぇ
23.55 ′けつくにっ くけゃけしすう
00.15 ╁ おけくすっおしすっ
01.10 ╀けっゃうお «『┿[]〈╁¨ ′╄╀╄]-

′¨╄»
03.55 ┿さうくぇ 【ぇさぇこけゃぇ. 〉かにぉおぇ 

ょかは きうかかうけくけゃ

05.55 ′〈╁ せすさけき
08.30 〈/し «╋けさしおうっ ょぬはゃけかに. 

]せょぬぉに»
09.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
10.00 ]っゅけょくは
10.20 ╋っょうちうくしおうっ すぇえくに
10.55 ╃け しせょぇ
12.00 ]せょ こさうしはあくにた
13.00 ]っゅけょくは
13.25 〈/し «]せこさせゅう»
15.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
16.00 ]っゅけょくは
16.25 ‶さけおせさけさしおぇは こさけゃっさおぇ

17.40 ╂けゃけさうき う こけおぇいにゃぇっき
18.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
19.00 ]っゅけょくは
19.30 〈/し «』せあけえ さぇえけく»
21.25 〈/し «╋っくすけゃしおうっ ゃけえくに - 

5»
23.15 ]っゅけょくは. ╇すけゅう
23.35 〈ぇうくしすゃっくくぇは [けししうは: ‶ぇ-

すけきしおうえ おさぇすっさ. ]ぇきけっ いぇゅぇょけつくけっ 
きっしすけ こかぇくっすに?

00.35 ╁しっゅょぇ ゃこっさっょう. ╋けしおけゃ-
しおうえ ゅけしせょぇさしすゃっくくにえ しすさけうすっかぬ-
くにえ せくうゃっさしうすっす

01.30 ╁けえくぇ こさけすうゃ しゃけうた
02.35 』せょけ-かのょう
03.10 〈/し «》けかき けょくけゅけ ょっさっゃぇ»
04.55 〈/し «╋けかけょにっ う いかにっ»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 〈にしはつぇ きっかけつっえ
08.30 ]けしっょう
09.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
09.30 ╉けきっょうは «〈┿』┿′╉┿ ] ぃ╂┿»
11.30 ].〉.‶.
12.30 ]きってくけ ょけ ぉけかう
13.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
14.00 ]けしっょう
14.30 ╃/し «┿ゃうぇおぇすぇしすさけそに»
15.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
16.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
16.30 ╁くっ いぇおけくぇ
17.30 ].〉.‶.

18.30 ╇くそけさきぇちうけくくぇは こさけゅさぇききぇ 
«╃っくぬ»

19.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
20.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
20.30 ].〉.‶.
21.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
22.00 ╉ぇお は っいょうか ゃ ╋けしおゃせ
22.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
23.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
23.30 ╂けかにっ う しきってくにっ
00.00 ]きってくけ ょけ ぉけかう
00.30 ╉ぇお は っいょうか ゃ ╋けしおゃせ
01.00 ╃さぇきぇ «]╄[╃『╄ ╃[┿╉¨′┿»
02.55 〈/し «┿くぇすけきうは しきっさすう»
03.55 ╃さぇきぇ «╁]╄ 〉╋[〉〈, ┿ ぅ ¨]〈┿-

′〉]を»
04.30 ╉けきっょうは «]┿╋¨〉╀╇╈『┿»
05.30 ].〉.‶.

05.00 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
06.00 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
06.25 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
06.30 〉すさけ〈╁
09.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
09.10 ]すせょうは こさうおかのつっくうえ
09.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
09.40 ╋/そ «╀せょうかぬくうお»
09.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
10.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
10.20 ]けぉにすうは 〉さ《¨
10.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
11.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
11.10 ′ぇしかっょくうおう 〉さぇさすせ
11.25 De facto
11.40 ぃゃっかうさくぇは こさけゅさぇききぇ
12.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
12.30 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
12.45 ]けぉにすうは. ¨ぉいけさ こさっししに
12.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
13.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
13.10 ╃っこせすぇすしおけっ さぇししかっょけゃぇ-

くうっ
13.30 ′ぇちうけくぇかぬくにえ こさけゅくけい
13.45 ]けぉにすうは. ¨ぉいけさ こさっししに
13.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
14.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
14.05 ╃/そ «¨こぇしくにっ こさうおかのつっ-

くうは ¨しすうくぇ ]すうゃっくしぇ»
15.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
15.05 ‶さはきぇは かうくうは. ‶さぇゃけ
15.35 ╃くっゃくうお しこぇさすぇおうぇょに

15.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
16.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
16.05 〈/し «‶ぇょっくうっ うきこっさうう»
17.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
17.10 ]すせょっくつっしおうえ ゅけさけょけお
17.30 ┿ゃすけねかうすぇ
18.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
18.10 ╁しっ け ╅╉》
18.25 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
18.30 ‶さはきぇは かうくうは. ╅╉》
19.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
19.15 ╁にぉけさに-2012
19.45 ╁しっ け ╅╉》
20.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
20.25 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
20.40 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
21.00 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
22.00 ╃/そ «╋うたぇうか ‶さけたけさけゃ. 

╁ぇし ゃにいにゃぇっす 〈ぇえきにさ»
22.35 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
23.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
23.25 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
23.40 ]けぉにすうは 〉さ《¨
00.10 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
00.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
00.45 ╁しっ け いぇゅけさけょくけえ あういくう
01.15 ┿しすさけこさけゅくけい
01.20 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
01.50 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
02.20 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
03.20 ‶さはきぇは かうくうは. ╅╉》
03.50 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
04.10 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
04.40 ]けぉにすうは. ┿おちっくす

06.30 ╄ゃさけくぬのし
10.00 ′ぇぉかのょぇすっかぬ
11.15 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
12.05 ╀っしっょに け させししおけえ おせかぬすせさっ
12.50 ╃/し «╂っけゅさぇそうつっしおうっ けすおさに-

すうは»
13.50 〈さっすぬはおけゃおぇ - ょぇさ ぉっしちっくくにえ!
14.20 ]ぇくすうきっくすぇかぬくぇは ゅけさはつおぇ
15.40 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
15.50 ╋せかぬすそうかぬき
16.00 ╃/し «╃くっゃくうお ╀けかぬてけえ おけて-

おう»
16.50 ╃/そ «》ぇさせく-┿かぬ-[ぇてうょ»
17.00 V きっあょせくぇさけょくにえ いうきくうえ そっ-

しすうゃぇかぬ うしおせししすゃ ゃ ]けつう

18.05 ╃/そ «╃けきぇ 》けさすぇ ゃ ╀さのししっ-
かっ»

18.25 ]すせこっくう ちうゃうかういぇちうう
19.30 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
19.45 ╂かぇゃくぇは さけかぬ
20.05 』っさくにっ ょにさに. ╀っかにっ こはすくぇ
20.45 ╃/そ «100 かっす: 〈ぇくゅぇあ ゃ くけさ-

きっ»
21.30 Aしademia. ぃさうえ ╊けすきぇく
22.15 ╉せかぬすせさくぇは さっゃけかのちうは
23.00 ╃/し «╀ぇぉうえ ゃっお»
23.30 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
23.50 ╋けしす くぇょ ぉっいょくけえ
00.15 ╋っかけょさぇきぇ «╋¨╊¨╃｠╄ ╂¨╃｠ 

╉¨[¨╊╄╁｠»
01.55 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
02.50 ╃/そ «》ぇさせく-┿かぬ-[ぇてうょ»

06.30 ╃/し «╋けは こさぇゃょぇ»
06.55 ‶けゅけょぇ
07.00 ‶けかっいくにえ ゃっつっさ し ┿かっくけえ ╉け-

しすっさうくけえ
07.25 ‶けゅけょぇ
07.30 〈/し «╋けは こさっおさぇしくぇは くはくは»
08.00 〈/し «〈ぇすぬはくうく ょっくぬ»
09.00 ‶け ょっかぇき くっしけゃっさてっくくけかっす-

くうた
10.00 ╃っかぇ しっきっえくにっ
11.00 〈/し «╂さぇそうくは ょっ ╋けくしけさけ»
13.05 〈/し «╂さけきけゃに. ╃けき くぇょっあょに»
17.15 ╃/し «╆ゃっいょくにっ うしすけさうう»
18.00 〈/し «》うさけきぇくす. ╊うくうう しせょっぉ»

19.00 ╂かぇゃくにっ くけゃけしすう ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅぇ

19.25 ‶けしかっしかけゃうっ
19.35 ‶けかっいくにえ ゃっつっさ し ┿かっくけえ ╉け-

しすっさうくけえ
20.00 ‶けゅけょぇ
20.05 ╋っかけょさぇきぇ «〈┿╋, ╂╃╄ ╅╇╁╄〈 

╊ぃ╀¨╁を...»
22.00 ╃/し «╆ゃっいょくにっ うしすけさうう»
23.00 ′けゃけしすう-41. ]ゃっさた こかぇくぇ
23.25 ‶けゅけょぇ
23.30 ╉うくけこけゃっしすぬ «ぁ〈¨ ╋｠ ′╄ 

‶[¨》¨╃╇╊╇»
01.20 〈/し «╉けかけきぉけ»
01.25 〈/し «╂さはいくにっ きけおさにっ ょっくぬゅう»
02.15 ╃/し «╋けは こさぇゃょぇ»
06.00 ╃/し «╆ゃっいょくぇは あういくぬ»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 〈/し «╀っい しかっょぇ»
09.00 ╂さぇくょうけいくにっ こさけっおすに
10.00 ╉ぇお ねすけ しょっかぇくけ
10.30 ╃/そ «╇しおさうゃかっくうっ ゃさっきっくう» 

2 し.
11.00 ╃/そ «╁けえくぇ こけかけゃ. ]っおし»
12.00 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. ]け-

かけゃっちおうっ けしすさけゃぇ. 《けさきせかぇ ぉっししきっさ-
すうは»

12.30 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. ╇くけ-
こかぇくっすはくっ う ょさっゃくうっ うくあっくっさに»

13.25 〈/し «╋っくすぇかうしす»
15.20 〈/し «╀っい しかっょぇ»

16.15 ╂さぇくょうけいくにっ こさけっおすに
17.15 ╃/そ «《ぇおすけさ さうしおぇ. ╃っくぬゅう»
18.10 〈/し «╁けいょっえしすゃうっ»
19.00 〈/し «╋っくすぇかうしす»
21.00 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. ╇くけ-

こかぇくっすはくっ う ねこうょっきうう»
22.00 〈/し «╇しすうくくぇは しこさぇゃっょかう-

ゃけしすぬ»
23.45 〈/し «]けぉにすうっ»
00.40 ╀けかぬてぇは うゅさぇ こけおっさ ]すぇさい
01.45 《ねくすっいう «『╄╊を′¨╋╄〈┿╊╊╇-

』╄]╉╇╈ ╆┿》╁┿〈』╇╉»
03.30 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. 

╉さけくてすぇょす. ¨すしのょぇ くぇつうくぇっすしは いっきかは»
04.30 ╃/そ «〈ぇえくにっ いくぇおう. ¨ぉっとぇすぬ 

- くっ いくぇつうす あっくうすぬしは»
05.30 ╋せかぬすそうかぬきに

05.00 〈さうかかっさ «╃╄′を ╉¨╊〉╋╀┿»
05.30 ╋/し «〈ぇしきぇくしおうえ ょぬはゃけか»
06.00 ′けゃけしすう 24
06.30 ╆ゃぇくにえ せあうく
07.30 ]こっちうぇかぬくにえ こさけっおす: «╆ぇゅけ-

ゃけさ こさけすうゃ させししおうた»
09.30 ′けゃけしすう 24
09.45 ╀けっゃうお «╉〈¨ ぅ?»
12.15 ぁおしすさっくくにえ ゃにいけゃ
12.30 ′けゃけしすう 24
13.00 ╆ゃぇくにえ せあうく
14.00 ′っ ゃさう きくっ!

15.00 ]っきっえくにっ ょさぇきに
16.00 ╃っすっおすうゃ «]╊╄╃┿╉╇»
17.00 〈/し «‶け いぇおけくせ»
17.30 ′けゃけしすう 24
18.00 ╆ぇゅけゃけさ おせおかけゃけょけゃ: «【こうけ-

くに うい しけいゃっいょうは ¨さうけく»
19.00 ぁおしすさっくくにえ ゃにいけゃ
19.30 ′けゃけしすう 24
20.00 〈ぇえくに きうさぇ し ┿くくけえ 』ぇこきぇく: 

«〈ぇえくぇ きけかうすゃに»
21.00 ┿ょしおぇは おせたくは
22.30 ′けゃけしすう 24
23.00 ╀けっゃうお «╂╄[¨╈-¨╃╇′¨』╉┿»
01.00 ╁けっくくぇは すぇえくぇ
02.40 ╀けっゃうお «‶〉〈を ╁¨╈′｠»
04.25 ╁ つぇし こうお. ‶けょさけぉくけしすう

07.00 ╋/し «ぁえ, ┿さくけかぬょ!»
07.25 ╋/し «‶けおっきけくに: ゅぇかぇおすうつっ-

しおうっ ぉうすゃに»
07.55 ╋/し «[けゅぇ う おけこにすぇ: ゃけいゃさぇ-

とっくうっ»
08.30 ╃/そ «‶けょさせゅう»
09.30 〈/し «〉くうゃっさ»
10.40 ╋/し «╂せぉおぇ ╀けぉ ╉ゃぇょさぇすくにっ 

【すぇくに»
11.40 ╋/し «‶さうおかのつっくうは ╃あうききう 

′っえすさけくぇ, きぇかぬつうおぇ-ゅっくうは»
12.30 ╋/し «╀っく 10: うくけこかぇくっすくぇは 

しうかぇ»
13.00 〈/し «╀ぇさゃうたぇ»
14.00 〈/し «╊のぉけゃぬ くぇ さぇえけくっ»
14.30 ╃けき-2. Lite

16.15 ╉けきっょうは «╋┿【╇′┿ ╁[╄╋╄′╇ 
╁ ╃╅┿╉〉╆╇»

18.00 〈/し «╇くすっさくに»
18.30 〈/し «[っぇかぬくにっ こぇちぇくに»
19.00 〈/し «〉くうゃっさ»
20.00 〈/し «╇くすっさくに»
20.30 〈/し «[っぇかぬくにっ こぇちぇくに»
21.00 ╉けきっょうは «‶[╇╃〉[╉╇ ╇╆ 》┿╆-

╆┿[╃┿»
23.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
00.00 ╃けき-2. ‶けしかっ いぇおぇすぇ
00.30 «]っおし» し ┿くそうしけえ 』ったけゃけえ
01.00 ╃/そ «╆ぇしすぇゃうすぬ かのぉうすぬ»
02.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
03.00 ╄とっ
04.50 ╀けっゃうお «‶[╇╃〉[╉╇ ╇╆ 》┿╆-

╆┿[╃┿»
06.50 ]ぇてぇ + ╋ぇてぇ

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  ′けゃけ-
しすう すっかっおけきこぇくうう «]けのい»

01.00, 06.00, 09.45, 21.45  «‶っさゃけしゃは-
すうすっかぬ»

01.15, «『っさおけゃぬ う きうさ» (┿しすさぇたぇくぬ) / 
«‶さぇゃけしかぇゃくにえ ]っゃっさ» (┿さたぇくゅっかぬしお)

01.30  «╀うぉかっえしおうえ しのあっす»
02.00 «╊のょう 『っさおゃう»
02.30 «╉さっしす くぇょ ╄ゃさけこけえ»
02.45, 12.45  «╁にぉけさ あういくう»
03.00, 13.00, 22.00 ╊っおちうは こさけそっししけさぇ 

┿.╇.¨しうこけゃぇ
04.00, 16.30  «¨すおさけゃっくうっ» (ぁしすけくうは)
04.15 «¨ ゅけさくっき こけきにてかはえすっ» (╄おぇすっ-

さうくぉせさゅ) / «╀かぇゅけゃっしす» (〉かぇく-〉ょね)
04.30 «╁さっきは うしすうくに» ([けしすけゃ-くぇ-╃けくせ)
05.00 «┿さたうこぇしすにさぬ».
05.30 «〈ぇうくしすゃぇ 『っさおゃう»
06.15, 11.45, 18.45  〉 おくうあくけえ こけかおう
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 』うすぇっき ╄ゃぇく-

ゅっかうっ ゃきっしすっ し 『っさおけゃぬの
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 『っさおけゃくにえ 

おぇかっくょぇさぬ
07.00 〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ
07.30, 09.30 ╃けぉさけっ しかけゃけ う 〉すさけ ゃ 【うて-

おうくけき かっしせ

07.45 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
08.15 «╃せたけゃくにっ さぇいきにてかっくうは» こさけすけうっ-

さっは ┿さすっきうは ╁かぇょうきうさけゃぇ
09.00 «╀うぉかっえしおうえ しのあっす»
10.00 «╀っしっょに し ぉぇすのておけえ». ‶けゃすけさ ゃっ-

つっさくっえ こさけゅさぇききに
11.00 «『っさおけゃぬ う きうさ» し きうすさけこけかうすけき 

╇かかぇさうけくけき
11.30 ‶っさゃぇは くぇすせさぇ 
12.00 «╊うすっさぇすせさくにえ おゃぇさすぇか»
12.30 «[ぇいきにてかっくうは け ゃっつくけき» (¨さっく-

ぉせさゅ)
14.30 «』っかけゃっお ゃっさに»
15.00 «╀かぇゅけゃっしす» (╋うくしお)
15.30 ‶さけゅさぇききに ょかは ょっすっえ: «╃けぉさけっ 

しかけゃけ – ょっくぬ» う «╃っくぬ ゃ 【うておうくけき 
かっしせ»

16.45 «‶け しゃはすにき きっしすぇき»
17.30 «‶さっけぉさぇあっくうっ» (‶っくいぇ)
18.30 «]ゃっす ‶さぇゃけしかぇゃうは» (╀っさょはくしお)
19.00 «ぅ ゃっさの» ([にぉうくしお) / «¨ ゃっさっ う 

しこぇしっくうう» (╉さぇしくけょぇさ) / «╁けしおさっしっ-
くうっ» (》ぇくすに-╋ぇくしうえしお)

19.30, 21.30  ╃けぉさけっ しかけゃけ う ╁っつっさ ゃ 
【うておうくけき かっしせ

19.45 «╁ ゅけしすはた せ ╃せくはてう»
23.00 «╁っつっさくっっ こさぇゃうかけ» 
23.30 «〉さけおう ‶さぇゃけしかぇゃうは»

07.00 «╃けぉさけっ せすさけ!» (くぇ すぇすぇさしおけき はいに-
おっ)

09.30 «╃けぉさけっ せすさけ!»
10.30 «╁さっきは ゃにぉけさぇ»
10.50 «╋けくすっおさうしすけ». 〈っかっしっさうぇか
11.50 «╀っょくはあおぇ». 〈っかっそうかぬき (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)
12.45 [っすさけ-おけくちっさす
13.00 «‶っさっおさひしすけお きくっくうえ» (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)
14.00 «╃っかけ ぉにかけ くぇ ╉せぉぇくう». 〈っかっしっ-

さうぇか  
15.00 «╋っあょせ くぇきう…»
15.30 «]けけすっつっしすゃっくくうおう». «╉けきこけいうすけさ 

し すぇすぇさしおけえ ょせてけえ». ┿. ╉かのつぇさっゃ
16.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
16.20 «‶せすぬ»
16.35 «╃ぇ いょさぇゃしすゃせっす すっぇすさ!» 
16.55 «╀にしすさぇは いぇさはょおぇ» (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
17.00 «》けつせ きせかぬすそうかぬき!»
17.15 «╂けしすうくつうお ょかは きぇかにてっえ» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
17.30 «【おけかぇ» (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)

17.45 «]きってうくおう» (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)
18.00 «╋せいにおぇかぬくぇは こっさっきっくおぇ»
18.10 «』っさっこぇておう くうくょいは». 〈っかっしっさうぇか
18.30 «╀せょっき いくぇおけきに!». ╋けかけょっあくにえ 

すっかっしっさうぇか 
19.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
19.20 «╁けさけすぇ». 〈っかっゃういうけくくにえ たせょけあっ-

しすゃっくくにえ そうかぬき (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ). 
1-は しっさうは 

20.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
21.00 «╁ きうさっ おせかぬすせさに» (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
22.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
22.30 «〈ぇすぇさに»
23.00 «╂けしすうくつうお ょかは きぇかにてっえ» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
23.15 «》けつせ きせかぬすそうかぬき!»
23.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
00.00 «《さぇくちせいしおうえ ぉけおし». 》せょけあっしすゃっく-

くにえ そうかぬき
02.00 «╃あぇいけゃにえ こっさっおさひしすけお»
02.30 «╋けくすっおさうしすけ». 〈っかっしっさうぇか
03.30 [っすさけ-おけくちっさす 
05.00 «‶っさっおさひしすけお きくっくうえ» (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 ]っえつぇし
06.10, 20.00, 20.50 〈/し «]かっょ»
07.00 〉すさけ くぇ «5»
09.25, 02.00 ╃/し «╉さうきうくぇかぬくにっ たさけくう-

おう»
10.30, 05.25 ╃/そ «╃せきぇのす かう ょっかぬそう-

くに?»
11.00, 12.30 ╃さぇきぇ «]╋╄[〈′｠╈ ╁[┿╂»
13.10 ╀けっゃうお «‶╄[╄》╁┿〈»
15.00, 18.00, 21.35 ╋っしすけ こさけうしてっしすゃうは
16.00 ¨すおさにすぇは しすせょうは
19.00, 19.30 〈/し «╃っすっおすうゃに»
22.25 ╋っかけょさぇきぇ «╋┿』╄》┿»
00.15 ╉うくけこけゃっしすぬ «′┿ ╁¨╈′╄, ╉┿╉ ′┿ 

╁¨╈′╄»
03.50 ╃さぇきぇ «╋¨′¨╊¨╂»

06.00 ╋/し «╉かせぉ ╁うくおし - ておけかぇ ゃけか-
てっぉくうち»

07.00 ╋/し «]けくうお ╇おし»
07.30 ╋/し «]おせぉう う ]おさねここう»
08.00 ╃ぇってぬ きけかけょっあぬ!
08.30 〈/し «]ゃっすけそけさ»
09.00 6 おぇょさけゃ
09.30 〈/し «╃っすおぇ»
10.30 〈/し «╁けしぬきうょっしはすにっ»
11.00 〈/し «╁けさけくうくに»
11.30 6 おぇょさけゃ
12.30 ╋/し «]おせぉう ╃せ, ゅょっ すに?»
13.00 ╋/し «┿かぇょょうく»
13.30 ╋/し «〈せすっくてすっえく»
14.00 〈/し «╃っすおぇ»
15.00 ╉けきっょうは «〈┿[╇《 ′¨╁¨╂¨╃-

′╇╈»
16.40 6 おぇょさけゃ
17.00 〈/し «╁けしぬきうょっしはすにっ»
17.30 ╂ぇかうかっけ
18.30 〈/し «╁けさけくうくに»
19.30 〈/し «╁けしぬきうょっしはすにっ»
20.00 〈/し «╃っすおぇ»
21.00 ╉けきっょうは «ALL INCLUSIVE, ╇╊╇ 

╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨!»
22.50 6 おぇょさけゃ
00.00 ′けゃけしすう - 41. ]ゃっさた こかぇくぇ
00.30 ╃っすぇかう
01.30 ╀けっゃうお «╊╄╂╄′╃┿ 〈┿′『〉ぃ-

】╄╂¨ ′╇′╃╆ぅ»
03.20 ╉けきっょうは «‶〉╊╀¨╈. ]‶┿]┿╈-

]ぅ ╉〈¨ ╋¨╅╄〈»
05.05 ╋/し «′ぇしすけはとうっ けたけすくうおう いぇ 

こさうゃうょっくうはきう»
05.50 ╋せいにおぇ くぇ ]〈]

06.20 ′けゃけしすう. ╇すけゅう ょくは
06.50 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
06.55 ╀ういくっし しっゅけょくは
07.00 〉すさっくくうえ ねおしこさっしし
09.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ». ′けつくけえ 

ゃにこせしお
09.30 ]すっくょ
09.45 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
09.50 ╀ういくっし しっゅけょくは
09.55 ╃/そ «〉ぉけえくにえ こけょぇさけお»
10.45 ‶さうおかのつっくうは «]╄╉[╄〈′｠╈ 

《┿[╁┿〈╄[» 4 し.
12.15 ╋ぇしおう
13.00 〉すさっくくうえ ねおしこさっしし
15.00 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»

16.30 ╋せかぬすそうかぬきに
17.40 【おせさくにえ ゃけこさけし
18.00 ╃/そ «╉けしぇ くぇ おぇきっくぬ»
18.50 『っくくにっ くけゃけしすう
19.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
19.30 ╃/そ «╆かけしつぇしすくにえ ういゃけい»
20.25 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
20.30 ′けゃけしすう. ╇すけゅう ょくは
21.00 ╉けきっょうは «[¨╋¨╁｠╈ ╃′╄╁-

′╇╉»
23.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
23.30 ]すっくょ
23.45 ╋っぉっかぬ おぇお けくぇ っしすぬ
23.50 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
00.00 ╋っかぬくうちぇ
00.30 ╃さぇきぇ «┿╋╄[╇╉┿′╄『»
02.15 ‶さうおかのつっくうは «]╄╉[╄〈′｠╈ 

《┿[╁┿〈╄[» 4 し.
03.30 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»

05.00 ╁っしすう
05.10 ╁っしすう さっゅうけく
05.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
05.48 ╇くすっさゃぬの
06.00 ╁っしすう
06.10 ╁っしすう さっゅうけく
06.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
07.00 ╁っしすう
07.10 ╁っしすう さっゅうけく
07.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
07.55 ┿さたうすっおすせさくにっ さってっくうは
08.00 ╁っしすう
08.10 ╁っしすう さっゅうけく
08.30 ┿ゃすけねかうすぇ
09.00 ╁っしすう
09.10 ╁っしすう さっゅうけく
09.33 ぁおけくけきうおぇ. ╇すけゅけゃぇは こさけゅさぇききぇ
10.00 ╁っしすう
10.15 ぁおけくけきうおぇ
10.33 ぁおけくけきうおぇ. ╇すけゅけゃぇは こさけゅさぇききぇ
10.38 ]こけさす
10.40 ╁っしすう さっゅうけく
11.00 ╁っしすう
11.15 ぁおけくけきうおぇ
11.33 ╇くすっさゃぬの
11.38 ]こけさす
11.40 ╁っしすう さっゅうけく
12.00 ╁っしすう
12.15 ぁおけくけきうおぇ
12.33 ╇くすっさゃぬの
12.38 ]こけさす
12.40 ╁っしすう さっゅうけく
13.00 ╁っしすう
13.15 ぁおけくけきうおぇ
13.33 ╇くすっさゃぬの
13.38 ]こけさす
13.40 ╁っしすう さっゅうけく
14.00 ╁っしすう
14.15 ぁおけくけきうおぇ
14.33 ╇くすっさゃぬの
14.38 ]こけさす
14.40 ╁っしすう さっゅうけく
14.50 ╉せかぬすせさぇ
15.00 ╁っしすう
15.15 ぁおけくけきうおぇ
15.33 ╇くすっさゃぬの
15.38 ]こけさす
15.40 ╁っしすう さっゅうけく
15.50 ╉せかぬすせさぇ
16.00 ╁っしすう
16.15 ぁおけくけきうおぇ
16.33 ╇くすっさゃぬの
16.38 ]こけさす
16.40 ╁っしすう さっゅうけく
16.50 ╉せかぬすせさぇ

17.00 ╁っしすう
17.15 ぁおけくけきうおぇ
17.33 ╇くすっさゃぬの
17.38 ]こけさす
17.40 ╁っしすう さっゅうけく
17.50 ╉せかぬすせさぇ
18.00 ╁っしすう
18.15 ぁおけくけきうおぇ
18.33 ╇くすっさゃぬの
18.38 ]こけさす
18.40 ╁っしすう さっゅうけく
18.50 ╉せかぬすせさぇ
19.00 ╁っしすう
19.15 ぁおけくけきうおぇ
19.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
20.00 ╁っしすう
20.15 ぁおけくけきうおぇ
20.30 ]かせあぉぇ ゃぇおぇくしうえ 〉さぇかぇ
20.50 ]ゃっさょかけゃしおぇは きぇゅうしすさぇかぬ
21.00 ╁っしすう
21.15 ぁおけくけきうおぇ
21.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
22.00 ╁っしすう
22.15 ぁおけくけきうおぇ
22.30 ╄おぇすっさうくぉせさゅ ゃ かうちぇた
22.40 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
23.00 ╁っしすう
23.20 ぁおけくけきうおぇ
23.40 ╁っしすう さっゅうけく
23.50 ╉せかぬすせさぇ
00.00 ╁っしすう
00.20 ぁおけくけきうおぇ
00.33 ╇くすっさゃぬの
00.40 ╁っしすう さっゅうけく
00.50 ╉せかぬすせさぇ
01.00 ╁っしすう
01.20 ぁおけくけきうおぇ
01.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
01.33 ╇くすっさゃぬの
01.40 ╁っしすう さっゅうけく
01.50 ╉せかぬすせさぇ
02.00 ╁っしすう
02.20 ぁおけくけきうおぇ
02.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
02.33 ╇くすっさゃぬの
02.40 ╁っしすう さっゅうけく
02.50 ╉せかぬすせさぇ
03.00 ╁っしすう
03.20 ぁおけくけきうおぇ
03.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
03.33 ╇くすっさゃぬの
03.40 ╁っしすう さっゅうけく
03.50 ╉せかぬすせさぇ
04.00 ╁っしすう
04.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
04.33 ╇くすっさゃぬの
04.38 ]こけさす
04.40 ╁っしすう さっゅうけく
04.50 ╉せかぬすせさぇ

06.00 Live in Tele club
07.00 ]すっさっけ せすさけ
11.00 [せししおぇは ょっしはすおぇ
12.00 ╆ゃっいょに くぇ かぇょけくう
12.30 〈けこ-きけょっかぬ
13.25 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ. ╅ういくぬ 

こけしかっ てけせ
14.25 ]ゃうょぇくうっ し きぇきせかっえ
14.50 ╊のぉうすぬ うかう いぇぉうすぬ
15.15 》けかけしすはつおぇ
16.05 〈させょくけしすう かのぉゃう
17.00 ]ゃけぉけょっく

17.30 ╉ねて&すさねて
18.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ. ╅ういくぬ 

こけしかっ てけせ
19.00 ╊のぉうすぬ うかう いぇぉうすぬ
19.20 ╂うきくぇしすおう
20.10 ]っおし ゃ ぉけかぬてけき ゅけさけょっ
21.10 ]ぇきにっ しっおしせぇかぬくにっ こさけそっし-

しうう ╋ぇえぇきう
22.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ. ╅ういくぬ 

こけしかっ てけせ
23.00 【けせ Victoria's Secret Angels
00.00 ╀かせょかうゃぇは ╉ぇかうそけさくうは
01.30 ╋うさけゃけえ つぇさす
02.30 Music
05.00 Hit chart
05.30 ╁せい news

06.00 ′ぇしすさけっくうっ
08.30 ╁にぉけさに ‶さっいうょっくすぇ [けししうえ-

しおけえ 《っょっさぇちうう
08.50 ╁さぇつう
09.35 ╋/そ «¨かっくぬ う ゃけかお»
09.45 ╉けきっょうは «╃╄╊¨╁｠╄ ╊ぃ╃╇»
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ╋っかけょさぇきぇ «╋┿╊┿》¨╊を′┿ぅ»
13.40 Pro あういくぬ
14.30 ]けぉにすうは
14.45 ╃っかけゃぇは ╋けしおゃぇ
15.10 ‶っすさけゃおぇ, 38
15.25 〈/し «╁うけかぇ 〈ぇさぇおぇくけゃぇ. ╁ 

きうさっ こさっしすせこくにた しすさぇしすっえ»
16.30 ╃/そ «╅っかっいくぇは かっょう ぁかうくぇ 

╀にしすさうちおぇは»

17.30 ]けぉにすうは
17.50 ‶っすさけゃおぇ, 38
18.10 ‶けさはょけお ょっえしすゃうえ. «‶けかくにえ 

せかっす!»
18.35 ╋/そ «╁けゃおぇ ゃ 〈さうょっゃはすけき 

ちぇさしすゃっ»
18.55 〈/し «[ぇいゃけょ う ょっゃうつぬは そぇきう-

かうは»
19.50 ]けぉにすうは
20.15 ╁にぉけさに ‶さっいうょっくすぇ [けししうえ-

しおけえ 《っょっさぇちうう
21.25 〈/し «『にゅぇくおう»
23.40 ]けぉにすうは
00.10 ╉せかぬすせさくにえ けぉきっく
00.40 ╃さぇきぇ «┿╋╄[╇╉┿′╄『»
02.35 ╉さっしすぬはくしおぇは いぇしすぇゃぇ
03.10 ╉けきっょうは «]┿╊¨′ ╉[┿]¨〈｠»
04.55 ╃/そ «‶けかおけゃくうお ╉ぇょょぇそう. 

╃あうたぇょ こさけすうゃ てけおけかぇょぇ»


