
時

19 その他 19 その他

20 他（通） 20 他（通）

29 その他 29 その他

30 他（通） 30 他（通）

50 他（通） 50 他（通）

5 00 他（通） 00 他（通）

15 他（通）

20 娯楽 報道 教養 教育 20 報道 教養 教育 (V）

娯楽 30 他（通）

45 他（通）

50 娯楽 報道 教養 教育

59

6 娯楽 報道 教養 教育

15 娯楽 教育

45 報道 教養

00 娯楽 教養 教育

7

30

娯楽 報道 教養 教育

00 娯楽 報道 教養 教育 8 00 娯楽 報道 教養

9 00 娯楽

25 娯楽 教養

　わくわくＤｏｋａａａａｎ！

55 その他

10 00 教養

25 他（通）

30 教育

55 他（通） 55 他（通）

11

25 その他 25 他（通） 25 報道 教養

30 報道 教養

35 報道

40 他（通）

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 他（通） 50 教養 教養 50 他（通） 50 娯楽 教養 50 報道

55 娯楽 報道 教養

12 00 娯楽 教養

30 娯楽

50 その他

55 教育

13

25 その他 25 その他

30 娯楽 30 娯楽 教養

55 娯楽 報道 教養 教育

14

25 その他

30 娯楽

15

35 娯楽
50 他（通） 45 娯楽

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

16 00 娯楽
ＴＶショッピング ＴＶショッピング

今夜くらべてみました

U-18Jリーグ

スマイルグルメ

HawaiiローカルNEWS

ＴＶショッピング ＴＶショッピング ふるさとカメラ ２４時間テレビリポート ＴＶショッピング ＮＮＮ　ｽﾄﾚｲﾄﾆｭｰｽ

情報ライブ　ミヤネ屋

開運！なんでも鑑定団

ヒルナンデス！
わんだ４メーション

所さんの目がテン！

わんだ４メーション

FUJI　XEROX　SUPER　CUP
2014

Jへ羽ばたけグル―ジャ盛岡

わんだ４メーション

Youは何しに日本へ？

そうだ旅（どっか）に行こう。

わんだ４メーション

東京メトロｽﾎﾟｰﾂスペシャル
東京マラソン2014

ＮＮＮ　ストレイトニュース ウェザー＆インフォ

ＴＶショッピング

沖縄へ行くべぇ～ ＴＶショッピング わんだ４メーション わんだ４メーションふるさとカメラ つながる、そのために

ＴＶショッピング ＴＶショッピング

わんだ４メーション ＴＶショッピング ＮＮＮストレイト　ニュー
ス

健康大百科
第３３回「心臓病の最先端治

療」
ＴＶショッピング

２０１４高校入試　ポイントは
コレ！

シューイチウェークアップ！ぷらす

スッキリ！！

わんだ４メーション

 ＴＶショッピング

ズームイン！！サタデー それいけ！アンパンマン

ＮＮＮニュース・サンデー

ＺＩＰ！

らどんぱ！

 ＴＶショッピング  ＴＶショッピング

おはようＴＶＩ

ＴＶショッピング

ＴＶショッピング

Oha!4 NEWS LIVE Oha!4 NEWS LIVE

 ＴＶショッピング

 ＴＶショッピング

おはようＴＶＩ

テレビ岩手　２０１４年　２月３週
テレビ岩手編成部

月 火 水 木 金 土 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

おはようＴＶＩ おはようＴＶＩ

ぐるナイ秋の傑作選

ＴＶショッピング

わんだ４メーション

らどんぱ！ １×８いこうよ！ 笑点



25 娯楽 報道 教養 教育 25 娯楽 教養

55 その他

55 教養

17 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

18 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 30 娯楽 教養

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 報道 娯楽 教養 00 娯楽 19 00 娯楽 教養 教育 00 娯楽 教養

56 娯楽 教養 教育 56 娯楽 教養 教育 56 娯楽 56 娯楽 教養 教育 56 娯楽 教養 教育

20 58 娯楽 教養

54 その他 54 その他 54 教養 54 報道 教養 54 その他 54 その他

57 報道 57 報道 57 報道 57 報道 57 報道 57 報道

00 娯楽 教養 教育 00 娯楽 00 娯楽 教養 00 娯楽 教養 教育 00 娯楽 21 00 娯楽 00 娯楽 教養

54 その他 54 その他

54 娯楽 54 娯楽

00 娯楽 00 娯楽 教養 教育 22 00 娯楽 00 娯楽

30 娯楽

54 教養 54 その他 54 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 23 30 娯楽 教養

24 その他 26 その他
　　　　American World

30 娯楽 30 娯楽 教養 教育 30 娯楽 教養 30 娯楽

55 報道 教養 教育 55 報道 教養 教育

59 娯楽 00 娯楽 教養 教育 24 娯楽 娯楽

09 娯楽 09 娯楽

28 報道 教養 教育

50 娯楽 50 報道 教養 教育

04 娯楽 25
04 娯楽

25分拡大

20 娯楽

34 娯楽 34 娯楽
38 娯楽

45 他（通）

50 他（通）

26
04 娯楽 04 娯楽

15 報道 教養 教育

18 その他 18 その他 20 その他

23 他（通） 21
23 他（通） 25 娯楽 38 娯楽 放送休止

（メンテナンスの為）
39 他（通） 53 報道 教養 教育 52 他（通）

53 報道 教養 教育

27

09 報道 教養 教育 22 他（通）

28
22 報道 教養 教育

時

わんだ４メーション＋

天気予報

幸せ！ボンビーガール真冬の
2時間SP

土

ねだらＸ ねだらＸ

Jewely Days

ザ！世界仰天ニュース

未来シアター

日テレＮＥＷＳ２4

日

ＴＶショッピング

月 火 水 木 金

日テレＮＥＷＳ２4

ＴＶショッピング ジャパネットたかたテレビショッピング

ニノさん
ＭＵＳＩＣ　ＬＡＵＮＣＨＥ ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ

日テレＮＥＷＳ２４ ＴＶショッピング

ＴＶＩｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ

ＴＶショッピング

日テレＮＥＷＳ２４

Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ
＆　Ｎｅｗｓ

月曜から夜ふかし

Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ
＆　Ｎｅｗｓ

内村さまぁ～ず

ダウンタウンのガキの使い
や NNNドキュメント’14

手をつなごう。岩手～明日への希望～

アナザースカイ ｳｰﾏﾝ・ｵﾝ・ザ・ﾌﾟﾗﾈｯﾄ ＬＩＶＥ　ＭＯＮＳＴＥＲ

夢・見る・ピノキオ
１０分拡大 短縮 １０分拡大 ＹＯＵ

しゃべくり007×人生が変
わ

有吉反省会

わんだ４メーション

ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ 心ゆさぶれ！先輩ＲＯＣＫ

いわて希望の一歩 わんだ４メーション

ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ

おしゃれイズム
嵐にしやがれ

水曜ドラマ
明日、ママがいない

ダウンタウンDX

２１SEIKI　NaviStu 金曜ロードSHOW！
ツナグ

ＧＯ！ビッグブルズ つながる、そのために

天気予報 天気予報 天気予報 天気予報

秘密のケンミンSHOW

消費者トラブル相談室 県議会からのお知らせ わんだ４メーション＋ やよいＬｉｖｉｎｇ

ＴＨＥ　鉄腕ＤＡＳＨ！！

世界まる見え！テレビ特捜部 ぐるぐるナインティナイン
なんでもワールドランキング

ネプ＆イモトの世界番付
世界一受けたい授業

世界の果てまでイッテＱ！

火曜サプライズ　豪華芸能人と
冬もあったかグルメ2時間SP

有吉ゼミ 1番ソングSHOW news every.特別版
THE命のヒーローズ

笑神様は突然に…
天才！志村どうぶつ園

1億人の大質問！笑って
コラえて！

わんだ４メーション＋

天気予報

土曜ドラマ
戦力外捜査官

行列のできる法律相談所

満天☆青空レストラン

ここばな いわて希望の一歩 ここばな アグリンの家

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サンデー

宇宙兄弟 笑点

ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ．

名探偵コナン

真相報道
バンキシャ！

第56回わんこそば全日本大会

トリックアートインフォ

日テレＮＥＷＳ２４

プラチナイト

ねだらＸ

ＴＶショッピング

ソチオリンピック
2014

ソチオリンピック
2014

プラチナイト木曜ドラマ
「慰謝料弁護士」

にけつッ！！

トリックアートインフォ

ＴＶショッピング
ねだらＸ

ミュージックドラゴン

ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ

１０分拡大

ここばな

快適住宅見学隊
ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ.サタ

デー


