
時時時時

19 その他

20 他（通）

29 その他 29 その他

30 他（通） 30 他（通）

50 他（通）

5555 00 他（通） 00 他（通）

15 他（通）

20 娯楽 報道 教養 教育 (V）

30 他（通）

45 他（通）

50 娯楽 報道 教養 教育

59

6666 娯楽 報道 教養 教育

15 娯楽 教育

45 報道 教養

7777 00 娯楽 教養 教育

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

55 その他 55 娯楽

10101010 00 教養

25 その他 他（通）

30 娯楽 教育

30 娯楽 教養

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 他（通） 45 その他 45 その他

50 他（通） 50 その他 50 教養 50 教養 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

55 娯楽 報道 娯楽 報道 教養 教育

教養 教育 50 教育

14141414

25 その他

30 娯楽 教養 教育

55 教養

15151515

25 その他

他（通） 30 娯楽

55 娯楽 教養 教育 娯楽  他（通） 他（通）

16161616

20 他（通） 25 その他

テレビ岩手　２０１４年　７月３週テレビ岩手　２０１４年　７月３週テレビ岩手　２０１４年　７月３週テレビ岩手　２０１４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

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

 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

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

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 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

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！！

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！

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

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

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

らどんぱ！らどんぱ！らどんぱ！らどんぱ！

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ 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

健康大百科健康大百科健康大百科健康大百科

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

ツアーガイドは外国人ツアーガイドは外国人ツアーガイドは外国人ツアーガイドは外国人

～ニッポン～ニッポン～ニッポン～ニッポン再発見～再発見～再発見～再発見～

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

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！

第３８回全日本少年サッカー第３８回全日本少年サッカー第３８回全日本少年サッカー第３８回全日本少年サッカー

大会岩手県大会大会岩手県大会大会岩手県大会大会岩手県大会

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

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！

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 ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！  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 24時間テレビリポート24時間テレビリポート24時間テレビリポート24時間テレビリポート  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

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ 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 ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！あなたと歩むあなたと歩むあなたと歩むあなたと歩む

テレビ岩手テレビ岩手テレビ岩手テレビ岩手

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！

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！

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

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

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
行こう。行こう。行こう。行こう。

らどんぱ！らどんぱ！らどんぱ！らどんぱ！ 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

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！

大人気店で史上初のドッキリ大人気店で史上初のドッキリ大人気店で史上初のドッキリ大人気店で史上初のドッキリ

ありえない商品ありえない商品ありえない商品ありえない商品

売れる！？売れない！？売れる！？売れない！？売れる！？売れない！？売れる！？売れない！？

Ｐａｒｔ６Ｐａｒｔ６Ｐａｒｔ６Ｐａｒｔ６

スタジオジブリ「思い出のスタジオジブリ「思い出のスタジオジブリ「思い出のスタジオジブリ「思い出の

マーニー」公開記念ＳＰマーニー」公開記念ＳＰマーニー」公開記念ＳＰマーニー」公開記念ＳＰ

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！

爆笑ジャパニズム宣言爆笑ジャパニズム宣言爆笑ジャパニズム宣言爆笑ジャパニズム宣言

こんな日本に誰がした？こんな日本に誰がした？こんな日本に誰がした？こんな日本に誰がした？

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

「宮根誠司と考える！２０「宮根誠司と考える！２０「宮根誠司と考える！２０「宮根誠司と考える！２０

５０年地球の未来」僕らが５０年地球の未来」僕らが５０年地球の未来」僕らが５０年地球の未来」僕らが

もっと豊かになるためにもっと豊かになるためにもっと豊かになるためにもっと豊かになるために

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



25 娯楽 報道 教養 教育 30 娯楽 30 報道 教養

55 娯楽

55 教養

17171717 00 報道 教養 教育

20 報道 教養 25 報道 教養

30 娯楽 30 娯楽

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 教養

54 教養 54 教養 54 その他 55 教養 教育

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

56 娯楽 56 娯楽 56 娯楽 教養 教育 56 娯楽 教養 教育

20202020 58 娯楽 教養

54 その他 54 その他 54 その他

57 報道 57 報道 57 報道

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

54 その他

54 教養 54 教養 その他

57 報道 54 その他 54 娯楽 54 娯楽

00 娯楽 娯楽 娯楽 00 娯楽 22222222 00 娯楽 00 娯楽

30 娯楽

54  American WorldAmerican WorldAmerican WorldAmerican World その他 54  ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ 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 00 娯楽 教養 教育 23232323 00 娯楽 教養

26 その他

30 娯楽 教養 教育 30 娯楽 教養 30 娯楽

58 報道 教養 教育 55 報道 教養 教育 55 報道 教養 教育

59 娯楽 59 娯楽 59 娯楽 59 娯楽 24242424 娯楽 娯楽

54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 50 娯楽 50 報道 教養 教育

58 娯楽

25252525

20 娯楽 20 他（通）

24 娯楽 24 他（通） 24 娯楽 24 娯楽

50 他（通） 50 他（通）

54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽

58 娯楽 26262626

08 その他 08 他（通） 08 他（通） 08 その他

13 他（通） 13 他（通） 12 他（通）

20 娯楽

08 報道 教養 教育 38 報道 教養 教育

43 報道 教養 教育 43 報道 教養 教育 42 他（通）

50 報道 教養 教育

27272727

42 報道 教養 教育

28282828

時時時時

グルージャＲＵＳＨグルージャＲＵＳＨグルージャＲＵＳＨグルージャＲＵＳＨ

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

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

いわて！わんこ広報室いわて！わんこ広報室いわて！わんこ広報室いわて！わんこ広報室 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～ ここばなここばなここばなここばな アグリンの家アグリンの家アグリンの家アグリンの家

火曜サプライズ火曜サプライズ火曜サプライズ火曜サプライズ 笑神様は突然に…笑神様は突然に…笑神様は突然に…笑神様は突然に… 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

金田一少年の事件簿R金田一少年の事件簿R金田一少年の事件簿R金田一少年の事件簿R 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

幸せ！ボンビーガール幸せ！ボンビーガール幸せ！ボンビーガール幸せ！ボンビーガール

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 天気予報天気予報天気予報天気予報

ＴＨＥ　鉄腕ＤＡＳＨＴＨＥ　鉄腕ＤＡＳＨＴＨＥ　鉄腕ＤＡＳＨＴＨＥ　鉄腕ＤＡＳＨ

世界一受けたい授業世界一受けたい授業世界一受けたい授業世界一受けたい授業 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！

ぐるナイぐるナイぐるナイぐるナイ

天気天気天気天気 ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ Ｊｅｗｅｌｙ　ＤａｙｓＪｅｗｅｌｙ　ＤａｙｓＪｅｗｅｌｙ　ＤａｙｓＪｅｗｅｌｙ　Ｄａｙｓ ２１ＳＥＩＫＩ　ＮａｖｉＳｔｕ！２１ＳＥＩＫＩ　ＮａｖｉＳｔｕ！２１ＳＥＩＫＩ　ＮａｖｉＳｔｕ！２１ＳＥＩＫＩ　ＮａｖｉＳｔｕ！

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

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

金田一少年の事件簿N(neo）金田一少年の事件簿N(neo）金田一少年の事件簿N(neo）金田一少年の事件簿N(neo）

いわて！わんこ広報室いわて！わんこ広報室いわて！わんこ広報室いわて！わんこ広報室 AGRICULTURE!AGRICULTURE!AGRICULTURE!AGRICULTURE!

解決！ナイナイアンサー解決！ナイナイアンサー解決！ナイナイアンサー解決！ナイナイアンサー 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 土曜ドラマ土曜ドラマ土曜ドラマ土曜ドラマ

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

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 ＹＯＵＹＯＵＹＯＵＹＯＵ

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！

有吉反省会有吉反省会有吉反省会有吉反省会

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

Ｇｏｉｎｇ！ＳｐｏｒｔｓＧｏｉｎｇ！ＳｐｏｒｔｓＧｏｉｎｇ！ＳｐｏｒｔｓＧｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ

＆　Ｎｅｗｓ＆　Ｎｅｗｓ＆　Ｎｅｗｓ＆　Ｎｅｗｓ

Ｇｏｉｎｇ！ＳｐｏｒｔｓＧｏｉｎｇ！ＳｐｏｒｔｓＧｏｉｎｇ！ＳｐｏｒｔｓＧｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ

＆　Ｎｅｗｓ＆　Ｎｅｗｓ＆　Ｎｅｗｓ＆　ＮｅｗｓＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ

ダウンタウンのガキのダウンタウンのガキのダウンタウンのガキのダウンタウンのガキの

未来シアター未来シアター未来シアター未来シアター 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 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

ＮＮＮドキュメント　’14ＮＮＮドキュメント　’14ＮＮＮドキュメント　’14ＮＮＮドキュメント　’14

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

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！ ビックラコイタ箱ビックラコイタ箱ビックラコイタ箱ビックラコイタ箱 にけつッ！！にけつッ！！にけつッ！！にけつッ！！ 使いやあらへんで！！使いやあらへんで！！使いやあらへんで！！使いやあらへんで！！

TVIインフォメーションTVIインフォメーションTVIインフォメーションTVIインフォメーション

ニノさんニノさんニノさんニノさん
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

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 Ｇｉｒｌｓ　ＴＶ！Ｇｉｒｌｓ　ＴＶ！Ｇｉｒｌｓ　ＴＶ！Ｇｉｒｌｓ　ＴＶ！ ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ

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

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 ＳＵＰＥＲ☆ＧｉＲＬＳＳＵＰＥＲ☆ＧｉＲＬＳＳＵＰＥＲ☆ＧｉＲＬＳＳＵＰＥＲ☆ＧｉＲＬＳ

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

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

東京号泣教室東京号泣教室東京号泣教室東京号泣教室

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

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ 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 ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！

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

２４時間テレビ２４時間テレビ２４時間テレビ２４時間テレビ

つづけよう、復興ハート！つづけよう、復興ハート！つづけよう、復興ハート！つづけよう、復興ハート！

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

しゃべくり007しゃべくり007しゃべくり007しゃべくり007 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

石塚英彦の通りの達人石塚英彦の通りの達人石塚英彦の通りの達人石塚英彦の通りの達人

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

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＋

はじめてのおつかいはじめてのおつかいはじめてのおつかいはじめてのおつかい

夏の大冒険スペシャル！夏の大冒険スペシャル！夏の大冒険スペシャル！夏の大冒険スペシャル！

真実解明バラエティー！真実解明バラエティー！真実解明バラエティー！真実解明バラエティー！

トリックハンタートリックハンタートリックハンタートリックハンター

新装開店！！夏祭りＳＰ新装開店！！夏祭りＳＰ新装開店！！夏祭りＳＰ新装開店！！夏祭りＳＰ

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

あのニュースであのニュースであのニュースであのニュースで

得する人損する人得する人損する人得する人損する人得する人損する人

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

水曜ドラマ水曜ドラマ水曜ドラマ水曜ドラマ

ST赤と白の捜査ファイルST赤と白の捜査ファイルST赤と白の捜査ファイルST赤と白の捜査ファイル


