
時時時時

19 その他

20 他（通）

29 その他

30 他（通） 30 他（通）

50 他（通）

5555 00 他（通） 00 他（通）

20 娯楽 報道 教養 教育 (V） 15 他（通）

30 他（通）

45 他（通）

50 娯楽 報道 教養 教育

娯楽 報道 教養 教育

6666

15 娯楽 教育

45 報道 教養

7777 00 娯楽 教養 教育

30 娯楽 教養 教育

00 娯楽 報道 教養 教育 8888 00 娯楽 報道 教養 00 娯楽 教養 教育

9999

25 娯楽 教養

わくわくＤｏｋａａａａｎ！わくわくＤｏｋａａａａｎ！わくわくＤｏｋａａａａｎ！わくわくＤｏｋａａａａｎ！

55 その他 55 娯楽

10101010 00 教養 教育

25 他（通）

30 娯楽 教養

55 他（通） 55 娯楽

11111111

25 他（通） その他 他（通） 25 報道 教養 25 報道

30 報道 教養 30 報道 教養

35 報道

40 他（通） 40 娯楽

45 その他 教養 その他 その他 45 その他

50 他（通） その他 50 その他 50 他（通） 50 教養

55 娯楽 報道 教養 55 

12121212

35 娯楽

50 娯楽

13131313

30 娯楽 教養

55 娯楽 報道 教養 教育

14141414

25 その他

55 その他

30 娯楽 教養

55 教育

15151515 00 娯楽 教養

30 娯楽 教養

50 他（通）

55 その他 55 娯楽 教養 教育  娯楽 教養 教育 娯楽 教育

16161616 00 娯楽 00 娯楽

00
娯楽

20 他（通）

青森・秋田・岩手　　　ナ青森・秋田・岩手　　　ナ青森・秋田・岩手　　　ナ青森・秋田・岩手　　　ナ

ツ得テレビ2012ツ得テレビ2012ツ得テレビ2012ツ得テレビ2012

わんだ４メーションわんだ４メーションわんだ４メーションわんだ４メーション

開運！なんでも鑑定団開運！なんでも鑑定団開運！なんでも鑑定団開運！なんでも鑑定団

照英にっぽん一人旅照英にっぽん一人旅照英にっぽん一人旅照英にっぽん一人旅

超異色対談超異色対談超異色対談超異色対談

お会いできて光栄ですお会いできて光栄ですお会いできて光栄ですお会いできて光栄です

おはようテレビ岩手ですおはようテレビ岩手ですおはようテレビ岩手ですおはようテレビ岩手です

ＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピング

おはようテレビ岩手ですおはようテレビ岩手ですおはようテレビ岩手ですおはようテレビ岩手です

 ＴＶショッピング ＴＶショッピング ＴＶショッピング ＴＶショッピング  ＴＶショッピング ＴＶショッピング ＴＶショッピング ＴＶショッピング

ＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピング

 ＴＶショッピング ＴＶショッピング ＴＶショッピング ＴＶショッピング  ＴＶショッピング ＴＶショッピング ＴＶショッピング ＴＶショッピング

テレビ岩手　２０１２年7月３週テレビ岩手　２０１２年7月３週テレビ岩手　２０１２年7月３週テレビ岩手　２０１２年7月３週

テレビ岩手編成部テレビ岩手編成部テレビ岩手編成部テレビ岩手編成部

16（月）16（月）16（月）16（月） 17（火）17（火）17（火）17（火） 18（水）18（水）18（水）18（水） 19（木）19（木）19（木）19（木） 20（金）20（金）20（金）20（金） 21（土）21（土）21（土）21（土） 22（日）22（日）22（日）22（日）

ＺＩＰ！ＺＩＰ！ＺＩＰ！ＺＩＰ！

ＮＮＮニュース・サンデーＮＮＮニュース・サンデーＮＮＮニュース・サンデーＮＮＮニュース・サンデー

宇宙兄弟宇宙兄弟宇宙兄弟宇宙兄弟

らどんぱ！らどんぱ！らどんぱ！らどんぱ！

ウェークアップ！ぷらすウェークアップ！ぷらすウェークアップ！ぷらすウェークアップ！ぷらす シューイチシューイチシューイチシューイチ

 ＴＶショッピング ＴＶショッピング ＴＶショッピング ＴＶショッピング

Ｏｈａ！４　ＮＥＷＳ　ＬＩＶＥＯｈａ！４　ＮＥＷＳ　ＬＩＶＥＯｈａ！４　ＮＥＷＳ　ＬＩＶＥＯｈａ！４　ＮＥＷＳ　ＬＩＶＥ

 ＴＶショッピング ＴＶショッピング ＴＶショッピング ＴＶショッピング

 ＴＶショッピング ＴＶショッピング ＴＶショッピング ＴＶショッピング

ズームイン！！サタデーズームイン！！サタデーズームイン！！サタデーズームイン！！サタデー それいけ！アンパンマンそれいけ！アンパンマンそれいけ！アンパンマンそれいけ！アンパンマン

ＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピング

自転車ジャパン自転車ジャパン自転車ジャパン自転車ジャパン

いざロンドンヘ！いざロンドンヘ！いざロンドンヘ！いざロンドンヘ！

太一×ケンタロウ　　　男太一×ケンタロウ　　　男太一×ケンタロウ　　　男太一×ケンタロウ　　　男

子ごはん子ごはん子ごはん子ごはん

スッキリ！！スッキリ！！スッキリ！！スッキリ！！

わんだ４メーションわんだ４メーションわんだ４メーションわんだ４メーション

誰だって波瀾爆笑誰だって波瀾爆笑誰だって波瀾爆笑誰だって波瀾爆笑

ＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピング

ONE!　　　　　　　　　～ONE!　　　　　　　　　～ONE!　　　　　　　　　～ONE!　　　　　　　　　～

手をつなごう、前へ～手をつなごう、前へ～手をつなごう、前へ～手をつなごう、前へ～

 ＴＶショッピング ＴＶショッピング ＴＶショッピング ＴＶショッピング わんだ４メーションわんだ４メーションわんだ４メーションわんだ４メーション ＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピング ＮＮＮストレイトニュースＮＮＮストレイトニュースＮＮＮストレイトニュースＮＮＮストレイトニュース 天気予報天気予報天気予報天気予報

ＮＮＮ　ストレイトニュースＮＮＮ　ストレイトニュースＮＮＮ　ストレイトニュースＮＮＮ　ストレイトニュース 天気予報天気予報天気予報天気予報 ＮＮＮ　ストレイトニュースＮＮＮ　ストレイトニュースＮＮＮ　ストレイトニュースＮＮＮ　ストレイトニュース

わんだ４メーションわんだ４メーションわんだ４メーションわんだ４メーション  ＴＶショッピング ＴＶショッピング ＴＶショッピング ＴＶショッピング 手を、つなごう。岩手手を、つなごう。岩手手を、つなごう。岩手手を、つなごう。岩手

ぐるナイぐるナイぐるナイぐるナイ・・・・

ヒルナンデス！ヒルナンデス！ヒルナンデス！ヒルナンデス！ 家族になろう（よ）家族になろう（よ）家族になろう（よ）家族になろう（よ）

旅の扉旅の扉旅の扉旅の扉

　わんだ４メーション　わんだ４メーション　わんだ４メーション　わんだ４メーション

ＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピング

しゃべくり００７しゃべくり００７しゃべくり００７しゃべくり００７・・・・

わんだ４メーションわんだ４メーションわんだ４メーションわんだ４メーション わんだ４メーションわんだ４メーションわんだ４メーションわんだ４メーション わんだ４メーションわんだ４メーションわんだ４メーションわんだ４メーション シネマインフォメーションシネマインフォメーションシネマインフォメーションシネマインフォメーション
ふるさとカメラふるさとカメラふるさとカメラふるさとカメラ

ＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピング

わんだ４メーションわんだ４メーションわんだ４メーションわんだ４メーション

らどんぱ！らどんぱ！らどんぱ！らどんぱ！・・・・ 夢・見る・ピノキオ夢・見る・ピノキオ夢・見る・ピノキオ夢・見る・ピノキオ・・・・ ＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピング

芸能界へたっぴ王芸能界へたっぴ王芸能界へたっぴ王芸能界へたっぴ王

イッテＱ！傑作選イッテＱ！傑作選イッテＱ！傑作選イッテＱ！傑作選

大人の極上ゆるり旅大人の極上ゆるり旅大人の極上ゆるり旅大人の極上ゆるり旅

ＢＯＡＴ　ＲＡＣＥＢＯＡＴ　ＲＡＣＥＢＯＡＴ　ＲＡＣＥＢＯＡＴ　ＲＡＣＥＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピング

情報ライブ　ミヤネ屋情報ライブ　ミヤネ屋情報ライブ　ミヤネ屋情報ライブ　ミヤネ屋

地球の未来！地球の未来！地球の未来！地球の未来！

「持続可能な世界とは」「持続可能な世界とは」「持続可能な世界とは」「持続可能な世界とは」

ＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピング

 わんだ４メーション わんだ４メーション わんだ４メーション わんだ４メーション



25 娯楽 報道 教養 教育

55 その他 55 教養

54

17171717 00 教育

25 報道

30 報道 教養 教育 30 娯楽

50 報道 教養

53 報道 教養 教育

18181818 00 娯楽 00 報道 教養 教育

15 報道 教養

ニュースプラス１いわてニュースプラス１いわてニュースプラス１いわてニュースプラス１いわて 30 娯楽 教育

54 その他 教養 その他 55 教養

00 娯楽 教養 娯楽 娯楽 娯楽 教養 教育 娯楽 教養 教育 19191919 娯楽 教養 教育 娯楽 教養 教育

56 娯楽 教養 教育 娯楽 教養 教育 娯楽 娯楽 教養 教育

58 娯楽 教養

20202020

その他 54 その他  その他

報道 57 報道

娯楽 教養 娯楽 教養 娯楽 教養 教育  娯楽 21212121 00 娯楽 娯楽 教養

54 教養 娯楽 その他 娯楽 54 その他 教養

00 娯楽 00 娯楽 00 娯楽 00 娯楽 22222222 00 娯楽 娯楽

30 娯楽

54 報道 教養 教育
54

その他 54 その他

56 娯楽 教養 教育

00 娯楽 教養 教育 23232323 00 娯楽 教育

26 その他

30 娯楽 教養 教育 30 娯楽 教育 30 娯楽

55 娯楽 報道 教養 教育

58 娯楽 娯楽 娯楽 娯楽 58 報道 教養 教育

24242424

50 娯楽 報道 教養 教育

53 娯楽 娯楽 娯楽

58 娯楽

25252525

20 娯楽 他（通）

23 娯楽 他（通） 娯楽

50 他（通） 50 報道 教養 教育

53 娯楽 娯楽 娯楽

53 娯楽

26262626

07 その他 他（通） 他（通） 08 娯楽 07 他（通）

12 他（通） 22 娯楽

20 報道 教養 教育

報道 教養 教育 報道 教養 教育 37 他（通）

42 他（通） 52 その他

57 他（通） 37 報道 教養 教育 27272727

12 報道 教養 教育

28282828

27 報道 教養 教育

時時時時

天才！志村どうぶつ園　夏天才！志村どうぶつ園　夏天才！志村どうぶつ園　夏天才！志村どうぶつ園　夏

休み２ｈＳＰ休み２ｈＳＰ休み２ｈＳＰ休み２ｈＳＰ

ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ．   サｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ．   サｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ．   サｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ．   サ

タデータデータデータデー

ニュースプラス１サタデーニュースプラス１サタデーニュースプラス１サタデーニュースプラス１サタデー

名探偵コナン名探偵コナン名探偵コナン名探偵コナン

日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４

わんだ４メーションわんだ４メーションわんだ４メーションわんだ４メーション

所さんの目がテン！所さんの目がテン！所さんの目がテン！所さんの目がテン！

ニュースプラス１サンデ－ニュースプラス１サンデ－ニュースプラス１サンデ－ニュースプラス１サンデ－

真相報道　バンキシャ！真相報道　バンキシャ！真相報道　バンキシャ！真相報道　バンキシャ！

満天☆青空レストラン満天☆青空レストラン満天☆青空レストラン満天☆青空レストラン

ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！

ゴーストママ走査線ゴーストママ走査線ゴーストママ走査線ゴーストママ走査線 行列のできる法律相談所行列のできる法律相談所行列のできる法律相談所行列のできる法律相談所

中井正広のブラックバラエ中井正広のブラックバラエ中井正広のブラックバラエ中井正広のブラックバラエ

ティティティティ

Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｗｏｒｌｄ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｗｏｒｌｄ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｗｏｒｌｄ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｗｏｒｌｄ　 わんだ４メーションわんだ４メーションわんだ４メーションわんだ４メーション

夢・見る・ピノキオ夢・見る・ピノキオ夢・見る・ピノキオ夢・見る・ピノキオ

 ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ

アナザースカイアナザースカイアナザースカイアナザースカイ 心ゆさぶれ！先輩ＲＯＣＫ心ゆさぶれ！先輩ＲＯＣＫ心ゆさぶれ！先輩ＲＯＣＫ心ゆさぶれ！先輩ＲＯＣＫ

ＹＯＵＹＯＵＹＯＵＹＯＵ

しゃべくり００７しゃべくり００７しゃべくり００７しゃべくり００７ スター☆ドラフト会議スター☆ドラフト会議スター☆ドラフト会議スター☆ドラフト会議

笑点笑点笑点笑点

快適住宅見学隊快適住宅見学隊快適住宅見学隊快適住宅見学隊

１億人の大質問！？笑ってコ１億人の大質問！？笑ってコ１億人の大質問！？笑ってコ１億人の大質問！？笑ってコ

ラえて！ラえて！ラえて！ラえて！

ぐるぐるナインティナインぐるぐるナインティナインぐるぐるナインティナインぐるぐるナインティナイン ネプ＆イモトの世界番付ネプ＆イモトの世界番付ネプ＆イモトの世界番付ネプ＆イモトの世界番付 世界の果てまでイッテＱ！世界の果てまでイッテＱ！世界の果てまでイッテＱ！世界の果てまでイッテＱ！

謎解きバトルＴＯＲＥ！謎解きバトルＴＯＲＥ！謎解きバトルＴＯＲＥ！謎解きバトルＴＯＲＥ！ プロ野球　Ｔ×Ｇ　プロ野球　Ｔ×Ｇ　プロ野球　Ｔ×Ｇ　プロ野球　Ｔ×Ｇ　

ここばなここばなここばなここばな いわて希望の一歩いわて希望の一歩いわて希望の一歩いわて希望の一歩・・・・ ここばなここばなここばなここばな わたしのｌｉｆｅ　Ｏｎわたしのｌｉｆｅ　Ｏｎわたしのｌｉｆｅ　Ｏｎわたしのｌｉｆｅ　Ｏｎ

信頼の絆信頼の絆信頼の絆信頼の絆がんばる人の　　　　　　　　　チがんばる人の　　　　　　　　　チがんばる人の　　　　　　　　　チがんばる人の　　　　　　　　　チ

カラになるごはんカラになるごはんカラになるごはんカラになるごはん

わんだ４メーション＋わんだ４メーション＋わんだ４メーション＋わんだ４メーション＋ やよいＬｉｖｉｎｇやよいＬｉｖｉｎｇやよいＬｉｖｉｎｇやよいＬｉｖｉｎｇ

天気予報天気予報天気予報天気予報

超再現！ミステリー超再現！ミステリー超再現！ミステリー超再現！ミステリー ザ！世界仰天ニュースザ！世界仰天ニュースザ！世界仰天ニュースザ！世界仰天ニュース 秘密のケンミンＳＨＯＷ秘密のケンミンＳＨＯＷ秘密のケンミンＳＨＯＷ秘密のケンミンＳＨＯＷ 金曜ロードＳＨＯＷ！金曜ロードＳＨＯＷ！金曜ロードＳＨＯＷ！金曜ロードＳＨＯＷ！

天気予報天気予報天気予報天気予報

 嵐にしやがれ 嵐にしやがれ 嵐にしやがれ 嵐にしやがれ おしゃれイズムおしゃれイズムおしゃれイズムおしゃれイズム

わんだ４メーションわんだ４メーションわんだ４メーションわんだ４メーション

未来シアター未来シアター未来シアター未来シアター 世界！弾丸トラベラー世界！弾丸トラベラー世界！弾丸トラベラー世界！弾丸トラベラー Ｍｕｓｉｃ　ＬｏｖｅｒｓＭｕｓｉｃ　ＬｏｖｅｒｓＭｕｓｉｃ　ＬｏｖｅｒｓＭｕｓｉｃ　Ｌｏｖｅｒｓ

月曜から夜更かし月曜から夜更かし月曜から夜更かし月曜から夜更かし 芸能★ＢＡＮＧ+芸能★ＢＡＮＧ+芸能★ＢＡＮＧ+芸能★ＢＡＮＧ+ ピロロン学園ピロロン学園ピロロン学園ピロロン学園 ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ Ｇｏｉｎｇ！　Ｓｐｏｒｔｓ＆ＮｅｗｓＧｏｉｎｇ！　Ｓｐｏｒｔｓ＆ＮｅｗｓＧｏｉｎｇ！　Ｓｐｏｒｔｓ＆ＮｅｗｓＧｏｉｎｇ！　Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ

流派－Ｒ流派－Ｒ流派－Ｒ流派－Ｒ 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テレビショッピング

ＭＵＳＩＣＭＵＳＩＣＭＵＳＩＣＭＵＳＩＣ

ＬＡＵＮＣＨＥＲＬＡＵＮＣＨＥＲＬＡＵＮＣＨＥＲＬＡＵＮＣＨＥＲ

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テレビショッピング Ｇｉｒｌｓ　ＴＶ！Ｇｉｒｌｓ　ＴＶ！Ｇｉｒｌｓ　ＴＶ！Ｇｉｒｌｓ　ＴＶ！

ＮＮＮドキュメント’１2ＮＮＮドキュメント’１2ＮＮＮドキュメント’１2ＮＮＮドキュメント’１2

内村さまあ～ず内村さまあ～ず内村さまあ～ず内村さまあ～ず 浜ちゃんが！浜ちゃんが！浜ちゃんが！浜ちゃんが！ フットンダフットンダフットンダフットンダ

ハッピーＭｕｓｉｃハッピーＭｕｓｉｃハッピーＭｕｓｉｃハッピーＭｕｓｉｃ

なでしこジャパン強化試合なでしこジャパン強化試合なでしこジャパン強化試合なでしこジャパン強化試合

日本×フランス日本×フランス日本×フランス日本×フランス ダウンタウンのガキの使いダウンタウンのガキの使いダウンタウンのガキの使いダウンタウンのガキの使い

やあらへんで！！やあらへんで！！やあらへんで！！やあらへんで！！

日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４

日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４ 日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４ わんだ4メーションわんだ4メーションわんだ4メーションわんだ4メーション

ＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピング ＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピング  ねだらＸ ねだらＸ ねだらＸ ねだらＸ

 ねだらＸ ねだらＸ ねだらＸ ねだらＸ  ねだらＸ ねだらＸ ねだらＸ ねだらＸ  ねだらＸ ねだらＸ ねだらＸ ねだらＸ ＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピング 日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４

日日日日土土土土金金金金月月月月 火火火火

５きげんテレビ５きげんテレビ５きげんテレビ５きげんテレビ

ＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピング

ＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピング

ガジガセガジガセガジガセガジガセ

ＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピング

ＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピング

ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ

ＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピング

わんだ4メーションわんだ4メーションわんだ4メーションわんだ4メーション

水水水水 木木木木

日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４

わんだ４メーション＋わんだ４メーション＋わんだ４メーション＋わんだ４メーション＋

１番ソングＳＨＯＷ１番ソングＳＨＯＷ１番ソングＳＨＯＷ１番ソングＳＨＯＷ みんなのアメカンみんなのアメカンみんなのアメカンみんなのアメカン

ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ．ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ．ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ．ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ．

日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４

 ねだらＸ ねだらＸ ねだらＸ ねだらＸ

トッカントッカントッカントッカン ダウンタウンＤＸダウンタウンＤＸダウンタウンＤＸダウンタウンＤＸ

いわて希望の一歩いわて希望の一歩いわて希望の一歩いわて希望の一歩  はちまんたいむ はちまんたいむ はちまんたいむ はちまんたいむ Ｊｅｗｅｌｒｙ　ｄａｙｓＪｅｗｅｌｒｙ　ｄａｙｓＪｅｗｅｌｒｙ　ｄａｙｓＪｅｗｅｌｒｙ　ｄａｙｓ ２１ＳＥＩＫＩ　ＮａｖｉＳｔｕ！２１ＳＥＩＫＩ　ＮａｖｉＳｔｕ！２１ＳＥＩＫＩ　ＮａｖｉＳｔｕ！２１ＳＥＩＫＩ　ＮａｖｉＳｔｕ！

初めてのおつかい　　　夏初めてのおつかい　　　夏初めてのおつかい　　　夏初めてのおつかい　　　夏

の大冒険スペシャルの大冒険スペシャルの大冒険スペシャルの大冒険スペシャル


