
時時時時

00 娯楽 教養 教育 00 娯楽 教養 教育 00 教養 教育 その他

19 その他 19 その他

15 娯楽 教養 教育

20 他（通） 20 他（通）

29 その他

30 他（通）

50 他（通） 50 他（通）

5555 00 他（通）

20 娯楽 報道 教養 教育 20 報道 教養 教育 (V）

娯楽 30 他（通）

50 50 報道 教養 教育

娯楽 59

6666 娯楽 報道 教養 教育

30 30 30 娯楽

7777 00 娯楽

30

娯楽 報道 教養 教育

00 娯楽 報道 教養 教育 8888 00 娯楽 報道 教養

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

25 他（通）

30 他（通）

55 他（通） 55 他（通） 55 娯楽

11111111

25 その他 25
他（通）

25 報道 教養 25 報道

30 報道

30 報道 教養

35 報道

40 他（通） 40 娯楽

45 その他 45 教養 45 他（通） 45 その他 45 その他 45 その他

50 他（通） 50 その他 50 教養 50 娯楽 教養

55 娯楽 報道 教養

12121212

35 娯楽

50 娯楽 教養

13131313

30 娯楽 教養

55 娯楽 報道 教養 教育

50 教育

14141414

25 その他

30 娯楽

55 娯楽 55 その他

15151515 00 娯楽 教養 教育

25 娯楽

50 他（通）

55 娯楽 教養 教育 娯楽 娯楽  他（通） 他（通） 55 娯楽 教養 教育 55 娯楽 教育

16161616

テレビ岩手　２０１３年　１２月３週テレビ岩手　２０１３年　１２月３週テレビ岩手　２０１３年　１２月３週テレビ岩手　２０１３年　１２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

月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土 日日日日

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

おはようＴＶＩおはようＴＶＩおはようＴＶＩおはようＴＶＩ

TOYOTAプレゼンツ　ＦＩＦＡTOYOTAプレゼンツ　ＦＩＦＡTOYOTAプレゼンツ　ＦＩＦＡTOYOTAプレゼンツ　ＦＩＦＡ

クラブワールドカップ決勝戦クラブワールドカップ決勝戦クラブワールドカップ決勝戦クラブワールドカップ決勝戦

シューイチシューイチシューイチシューイチウェークアップ！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

スッキリ！！スッキリ！！スッキリ！！スッキリ！！

 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

おはようＴＶＩおはようＴＶＩおはようＴＶＩおはようＴＶＩ

 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ＴＶＩおはようＴＶＩおはようＴＶＩおはようＴＶＩ

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

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

TOYOTAプレゼンツ　ＦＩＦＡTOYOTAプレゼンツ　ＦＩＦＡTOYOTAプレゼンツ　ＦＩＦＡTOYOTAプレゼンツ　ＦＩＦＡ

クラブワールドカップ準決勝クラブワールドカップ準決勝クラブワールドカップ準決勝クラブワールドカップ準決勝

TOYOTAプレゼンツ　ＦＩＦＡTOYOTAプレゼンツ　ＦＩＦＡTOYOTAプレゼンツ　ＦＩＦＡTOYOTAプレゼンツ　ＦＩＦＡ

クラブワールドカップ準決勝クラブワールドカップ準決勝クラブワールドカップ準決勝クラブワールドカップ準決勝

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

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

Hawaii ローカルＮＥＷＳ！Hawaii ローカルＮＥＷＳ！Hawaii ローカルＮＥＷＳ！Hawaii ローカルＮＥＷＳ！

ＺＩＰ！ＺＩＰ！ＺＩＰ！ＺＩＰ！

駅スタンプの旅駅スタンプの旅駅スタンプの旅駅スタンプの旅

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ＮＮＮストレイト　ニューＮＮＮストレイト　ニューＮＮＮストレイト　ニュー

スススス

ウェザー＆インフォウェザー＆インフォウェザー＆インフォウェザー＆インフォ

ふるさと未来の会提供特別番組ふるさと未来の会提供特別番組ふるさと未来の会提供特別番組ふるさと未来の会提供特別番組

きらり☆岩手きらり☆岩手きらり☆岩手きらり☆岩手

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

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

男子ごはん男子ごはん男子ごはん男子ごはん

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

Ｙｏｕは何しに日本へ？Ｙｏｕは何しに日本へ？Ｙｏｕは何しに日本へ？Ｙｏｕは何しに日本へ？

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  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

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

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 ウェザー＆インフォウェザー＆インフォウェザー＆インフォウェザー＆インフォ

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

沖縄へ行くべぇ～沖縄へ行くべぇ～沖縄へ行くべぇ～沖縄へ行くべぇ～ 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 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

あの人に感謝　芸能人あの人に感謝　芸能人あの人に感謝　芸能人あの人に感謝　芸能人

おもてなしＳＰおもてなしＳＰおもてなしＳＰおもてなしＳＰ

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！

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

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

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

ヒルナンデス！ヒルナンデス！ヒルナンデス！ヒルナンデス！

そうだ旅（どっか）にそうだ旅（どっか）にそうだ旅（どっか）にそうだ旅（どっか）に

開運！なんでも鑑定団（再）開運！なんでも鑑定団（再）開運！なんでも鑑定団（再）開運！なんでも鑑定団（再）

行こう。行こう。行こう。行こう。

ローカル線　らーめん探訪！ローカル線　らーめん探訪！ローカル線　らーめん探訪！ローカル線　らーめん探訪！

拍手喝采！話題の映画　永拍手喝采！話題の映画　永拍手喝采！話題の映画　永拍手喝采！話題の映画　永

遠の0　全て教えちゃいます遠の0　全て教えちゃいます遠の0　全て教えちゃいます遠の0　全て教えちゃいます

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 2013　ＦＵＴＳＡＬ　ＡＰＰＩ2013　ＦＵＴＳＡＬ　ＡＰＰＩ2013　ＦＵＴＳＡＬ　ＡＰＰＩ2013　ＦＵＴＳＡＬ　ＡＰＰＩ

ＣＵＰＣＵＰＣＵＰＣＵＰ

らどんぱ！らどんぱ！らどんぱ！らどんぱ！ １×８いこうよ！１×８いこうよ！１×８いこうよ！１×８いこうよ！ 笑点笑点笑点笑点 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 手越が現地モロッコから最新手越が現地モロッコから最新手越が現地モロッコから最新手越が現地モロッコから最新

情報！サッカークラブＷ杯情報！サッカークラブＷ杯情報！サッカークラブＷ杯情報！サッカークラブＷ杯

決勝直前ＳＰ決勝直前ＳＰ決勝直前ＳＰ決勝直前ＳＰ

明石家さんま＆手越祐也の明石家さんま＆手越祐也の明石家さんま＆手越祐也の明石家さんま＆手越祐也の

サッカークラブＷ杯2013サッカークラブＷ杯2013サッカークラブＷ杯2013サッカークラブＷ杯2013

総集編総集編総集編総集編

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

サッカークラブＷ杯　まもなくサッカークラブＷ杯　まもなくサッカークラブＷ杯　まもなくサッカークラブＷ杯　まもなく



25 娯楽 報道 教養 教育 25 娯楽 教養 教育

50 娯楽 教養

55 教養

17171717 00 報道 教養 教育

20 報道 教養 25 報道 教養

30 娯楽 教養 教育 30 娯楽

48 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 教養

40 その他

45 娯楽

54 その他 54 教養 54 その他 55 教養 教育

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

20202020 58 娯楽 教養

54 教養 54 その他 54 その他

57 報道 57 報道 57 報道

00 娯楽 教養 教育 00 娯楽 21212121 00 娯楽 教養

54 その他 54 その他

54 教養 54 その他

57 報道 57 報道

00 娯楽 00 娯楽 22222222 00 娯楽 00 娯楽

30 娯楽

54 娯楽 54 娯楽

57 その他 56 娯楽 教養

00 報道 教養 教育 00 報道 教養 教育 00 報道 教養 教育 00 報道 教養 教育 23232323

24 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 その他 26 その他

19  American WorldAmerican WorldAmerican WorldAmerican World その他

25 娯楽 教養 教育 30 娯楽 教養 30 娯楽

55 娯楽 教養 教育 55 報道 教養 教育

09 娯楽 09 娯楽 09 娯楽 59 娯楽 24242424 00 娯楽 教養 娯楽

23 報道 教養 教育 25 報道 教養 教育

娯楽

04 娯楽 04 娯楽 04 教養 教育 その他 04 娯楽

59 教養 教育 その他 59 報道 教養 教育

15 娯楽 教養 教育 25252525

15 娯楽 教養 教育

34 娯楽 34 他（通） 34 娯楽

33 娯楽

04 娯楽 04 娯楽 04 娯楽 54 他（通）

26262626

18 その他 18 他（通） 18 その他 24 報道 教養 教育

23 他（通） 23 他（通） 33 娯楽

48 他（通）

53 報道 教養 教育 53 他（通） 47 他（通）

27272727

18 報道 教養 教育

23 報道 教養 教育 17 他（通）

28282828

17 報道 教養 教育

時時時時

宇宙兄弟宇宙兄弟宇宙兄弟宇宙兄弟 笑点笑点笑点笑点

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

名探偵コナン名探偵コナン名探偵コナン名探偵コナン

真相報道真相報道真相報道真相報道

バンキシャ！バンキシャ！バンキシャ！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

クイーンズランド歩きクイーンズランド歩きクイーンズランド歩きクイーンズランド歩き

ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ.サタｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ.サタｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ.サタｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ.サタ

デーデーデーデー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

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 ニュースプラス１サンデーニュースプラス１サンデーニュースプラス１サンデーニュースプラス１サンデー

らどんぱ！らどんぱ！らどんぱ！らどんぱ！

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

ここばなここばなここばなここばな

ＴＨＥ　鉄腕ＤＡＳＨＴＨＥ　鉄腕ＤＡＳＨＴＨＥ　鉄腕ＤＡＳＨＴＨＥ　鉄腕ＤＡＳＨ

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！

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＋

天気予報天気予報天気予報天気予報

消費者トラブル相談室消費者トラブル相談室消費者トラブル相談室消費者トラブル相談室

天気予報天気予報天気予報天気予報

ザ！世界仰天ニュース　地球ではザ！世界仰天ニュース　地球ではザ！世界仰天ニュース　地球ではザ！世界仰天ニュース　地球では

こんな事件が起きている４時間Ｓこんな事件が起きている４時間Ｓこんな事件が起きている４時間Ｓこんな事件が起きている４時間Ｓ

ＰＰＰＰ

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 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 アグリンの家アグリンの家アグリンの家アグリンの家

あのニュースで得する人損する人あのニュースで得する人損する人あのニュースで得する人損する人あのニュースで得する人損する人

お金健康　天国と地獄ＳＰお金健康　天国と地獄ＳＰお金健康　天国と地獄ＳＰお金健康　天国と地獄ＳＰ

天才！志村どうぶつ園天才！志村どうぶつ園天才！志村どうぶつ園天才！志村どうぶつ園

超豪華！夢のクリスマス超豪華！夢のクリスマス超豪華！夢のクリスマス超豪華！夢のクリスマス

ここばなここばなここばなここばな

笑神様は突然に…最強笑神様は突然に…最強笑神様は突然に…最強笑神様は突然に…最強

ｷｬﾗｸﾀｰｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ2013ｷｬﾗｸﾀｰｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ2013ｷｬﾗｸﾀｰｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ2013ｷｬﾗｸﾀｰｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ2013

有吉ｾﾞﾐ　年末３時間有吉ｾﾞﾐ　年末３時間有吉ｾﾞﾐ　年末３時間有吉ｾﾞﾐ　年末３時間

特大スペシャル特大スペシャル特大スペシャル特大スペシャル

踊る踊る踊る！さんま御殿！踊る踊る踊る！さんま御殿！踊る踊る踊る！さんま御殿！踊る踊る踊る！さんま御殿！

サンタで女子会　最強親子サンタで女子会　最強親子サンタで女子会　最強親子サンタで女子会　最強親子

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

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

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

ＧＯ！ビッグブルズＧＯ！ビッグブルズＧＯ！ビッグブルズＧＯ！ビッグブルズ

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

嵐にしやがれ嵐にしやがれ嵐にしやがれ嵐にしやがれ

しゃべくり007しゃべくり007しゃべくり007しゃべくり007 今夜くらべてみました　超高額今夜くらべてみました　超高額今夜くらべてみました　超高額今夜くらべてみました　超高額

バイトで徳井が激ヤセＳＰバイトで徳井が激ヤセＳＰバイトで徳井が激ヤセＳＰバイトで徳井が激ヤセＳＰ

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 金曜ロードＳＨＯＷ！金曜ロードＳＨＯＷ！金曜ロードＳＨＯＷ！金曜ロードＳＨＯＷ！

おおかみこどもの雨と雪おおかみこどもの雨と雪おおかみこどもの雨と雪おおかみこどもの雨と雪

天気予報天気予報天気予報天気予報 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

ケンミンの皆様ありがとう！ケンミンの皆様ありがとう！ケンミンの皆様ありがとう！ケンミンの皆様ありがとう！

今年も年が越せますＳＰ！今年も年が越せますＳＰ！今年も年が越せますＳＰ！今年も年が越せますＳＰ！

天気予報天気予報天気予報天気予報

有吉反省会有吉反省会有吉反省会有吉反省会

ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ 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

Jewely DaysJewely DaysJewely DaysJewely Days

天気予報天気予報天気予報天気予報 ２１ＳＥＩＫＩ　ＮａｖｉＳｔｕ！２１ＳＥＩＫＩ　ＮａｖｉＳｔｕ！２１ＳＥＩＫＩ　ＮａｖｉＳｔｕ！２１ＳＥＩＫＩ　ＮａｖｉＳｔｕ！

１０分拡大１０分拡大１０分拡大１０分拡大１０分拡大１０分拡大１０分拡大１０分拡大１０分拡大１０分拡大１０分拡大１０分拡大１０分拡大１０分拡大１０分拡大１０分拡大

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

手をつなごう。岩手～明日への希望～手をつなごう。岩手～明日への希望～手をつなごう。岩手～明日への希望～手をつなごう。岩手～明日への希望～

Ｇｏｉｎｇ！ＳｐｏｒｔｓＧｏｉｎｇ！ＳｐｏｒｔｓＧｏｉｎｇ！ＳｐｏｒｔｓＧｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ

＆　Ｎｅｗｓ＆　Ｎｅｗｓ＆　Ｎｅｗｓ＆　Ｎｅｗｓ

サッカークラブＷ杯　今夜サッカークラブＷ杯　今夜サッカークラブＷ杯　今夜サッカークラブＷ杯　今夜

ＹＯＵＹＯＵＹＯＵＹＯＵ ＬＩＶＥ　ＭＯＮＳＴＥＲＬＩＶＥ　ＭＯＮＳＴＥＲＬＩＶＥ　ＭＯＮＳＴＥＲＬＩＶＥ　ＭＯＮＳＴＥＲ

プラチナイトプラチナイトプラチナイトプラチナイト プラチナイトプラチナイトプラチナイトプラチナイト プラチナイトプラチナイトプラチナイトプラチナイト プラチナイト木曜ドラマプラチナイト木曜ドラマプラチナイト木曜ドラマプラチナイト木曜ドラマ

「ハクバノ王子サマ」「ハクバノ王子サマ」「ハクバノ王子サマ」「ハクバノ王子サマ」月曜から夜ふかし月曜から夜ふかし月曜から夜ふかし月曜から夜ふかし 今夜くらべてみました今夜くらべてみました今夜くらべてみました今夜くらべてみました ナカイの窓ナカイの窓ナカイの窓ナカイの窓

ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ

１０分拡大１０分拡大１０分拡大１０分拡大

未来シアター未来シアター未来シアター未来シアター

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

サッカークラブＷ杯　今夜サッカークラブＷ杯　今夜サッカークラブＷ杯　今夜サッカークラブＷ杯　今夜

Ｇｏｉｎｇ！ＳｐｏｒｔｓＧｏｉｎｇ！ＳｐｏｒｔｓＧｏｉｎｇ！ＳｐｏｒｔｓＧｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ

＆　Ｎｅｗｓ＆　Ｎｅｗｓ＆　Ｎｅｗｓ＆　Ｎｅｗｓ

ｳｰﾏﾝｵﾝザﾌﾟﾗﾈｯﾄｳｰﾏﾝｵﾝザﾌﾟﾗﾈｯﾄｳｰﾏﾝｵﾝザﾌﾟﾗﾈｯﾄｳｰﾏﾝｵﾝザﾌﾟﾗﾈｯﾄ

９分拡大９分拡大９分拡大９分拡大

ＮＮＮドキュメント　’13ＮＮＮドキュメント　’13ＮＮＮドキュメント　’13ＮＮＮドキュメント　’13内村さまぁ～ず内村さまぁ～ず内村さまぁ～ず内村さまぁ～ず 浜ちゃんが！浜ちゃんが！浜ちゃんが！浜ちゃんが！ にけつッ！！にけつッ！！にけつッ！！にけつッ！！

TOYOTAプレゼンツ　ＦＩＦＡTOYOTAプレゼンツ　ＦＩＦＡTOYOTAプレゼンツ　ＦＩＦＡTOYOTAプレゼンツ　ＦＩＦＡ

クラブワールドカップ５位決定戦クラブワールドカップ５位決定戦クラブワールドカップ５位決定戦クラブワールドカップ５位決定戦

２５分拡大２５分拡大２５分拡大２５分拡大

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

ＭＵＳＩＣ　ＬＡＵＮＣＨＥＭＵＳＩＣ　ＬＡＵＮＣＨＥＭＵＳＩＣ　ＬＡＵＮＣＨＥＭＵＳＩＣ　ＬＡＵＮＣＨＥ

ＲＲＲＲ

ジャパネットたかたジャパネットたかたジャパネットたかたジャパネットたかた ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ
ミュージックドラゴンミュージックドラゴンミュージックドラゴンミュージックドラゴン

TOYOTAプレゼンツ　ＦＩＦＡTOYOTAプレゼンツ　ＦＩＦＡTOYOTAプレゼンツ　ＦＩＦＡTOYOTAプレゼンツ　ＦＩＦＡ

クラブワールドカップ３位決定クラブワールドカップ３位決定クラブワールドカップ３位決定クラブワールドカップ３位決定

戦戦戦戦

ジャパネットたかたテレビショッピングジャパネットたかたテレビショッピングジャパネットたかたテレビショッピングジャパネットたかたテレビショッピング

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

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 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

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

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 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

日日日日月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土

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 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

日テレＮＥＷＳ２4日テレＮＥＷＳ２4日テレＮＥＷＳ２4日テレＮＥＷＳ２4

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


