
時時時時

4444

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

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 報道 教養

30 娯楽 教育

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 娯楽 教養 55 娯楽

10101010

25 他（通）

55 他（通） 55 その他 55 娯楽

00 教養

11111111

10
報道

25 その他 25 教養 25 報道 教養 25 報道

30 報道 教養 30 報道

35 報道

40 他（通） 40 その他

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

50 他（通） 50 その他 50 その他 50 教養 50 教養 50 娯楽 教養

55 娯楽 報道 教養

12121212 00 娯楽 教育

50 娯楽 教養

13131313

50 その他

55 娯楽 報道 教養 教育 55 娯楽

14141414

25 その他

30
娯楽

35
娯楽

15151515 00 娯楽

25 その他

30 娯楽

50 他（通）

55 教養 娯楽 55 娯楽 55 娯楽 教養 教育 55 教養 55 娯楽

16161616

25 教養 娯楽

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！

まもなく全日本大学女子駅伝まもなく全日本大学女子駅伝まもなく全日本大学女子駅伝まもなく全日本大学女子駅伝

第３３回全日本大学女子駅伝第３３回全日本大学女子駅伝第３３回全日本大学女子駅伝第３３回全日本大学女子駅伝

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

ブリヂストンオープンゴルフブリヂストンオープンゴルフブリヂストンオープンゴルフブリヂストンオープンゴルフ

最終日最終日最終日最終日

きょうの県議会 総集編きょうの県議会 総集編きょうの県議会 総集編きょうの県議会 総集編

ザ！世界仰天ニュース傑作選ザ！世界仰天ニュース傑作選ザ！世界仰天ニュース傑作選ザ！世界仰天ニュース傑作選

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！

クチコミ新発見！旅ぷらクチコミ新発見！旅ぷらクチコミ新発見！旅ぷらクチコミ新発見！旅ぷら

ブリヂストンオープンゴルフブリヂストンオープンゴルフブリヂストンオープンゴルフブリヂストンオープンゴルフ

３日目３日目３日目３日目

便利屋２４時便利屋２４時便利屋２４時便利屋２４時

大都会ＳＯＳ大都会ＳＯＳ大都会ＳＯＳ大都会ＳＯＳ

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

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 笑点笑点笑点笑点 らどんぱ！らどんぱ！らどんぱ！らどんぱ！ グッと！地球便グッと！地球便グッと！地球便グッと！地球便 遠くへ行きたい遠くへ行きたい遠くへ行きたい遠くへ行きたい

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

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！

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！

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

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ タウンＢｅａｕｔｙ　ＳｔｒｅｅｔタウンＢｅａｕｔｙ　ＳｔｒｅｅｔタウンＢｅａｕｔｙ　ＳｔｒｅｅｔタウンＢｅａｕｔｙ　Ｓｔｒｅｅｔ

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！ ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ 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

 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

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 ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！

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

ＭＯＣＯ’ＳキッチンＭＯＣＯ’ＳキッチンＭＯＣＯ’ＳキッチンＭＯＣＯ’Ｓキッチン

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ 未来くるチャレンジ未来くるチャレンジ未来くるチャレンジ未来くるチャレンジ 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

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！！

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

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

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

ＺＩＰ！ＺＩＰ！ＺＩＰ！ＺＩＰ！

らどんぱ！らどんぱ！らどんぱ！らどんぱ！

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

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

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

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

テレビ岩手　２０１５年　１０月期　基本番組表テレビ岩手　２０１５年　１０月期　基本番組表テレビ岩手　２０１５年　１０月期　基本番組表テレビ岩手　２０１５年　１０月期　基本番組表

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



25 娯楽 報道 教養 教育

55 その他 55 教育

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

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

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

57 報道 57 報道

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

54 その他 54 娯楽 54 娯楽 54 教養 54 教養

00 娯楽 00 娯楽 00 娯楽 22222222 00 娯楽 00 娯楽

30 娯楽

54 その他 54 その他 54 その他

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

25 娯楽 教養

30 報道 教養 教育 30 娯楽

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 娯楽 娯楽

24242424

35 娯楽

54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽
45

娯楽 教育

25252525

05 娯楽

19 その他

24 娯楽 24 他（通） 24 娯楽 24 娯楽

35 他（通） 35 娯楽

54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽

26262626

08 他（通） 08 他（通） 08 他（通） 08 その他 05 娯楽 05 他（通）

13 他（通）

19 他（通）

38 報道 教養 教育 38 報道 教養 教育 38 報道 教養 教育 35 報道 教養 教育

43 報道 教養 教育

49 他（通）

27272727 00 報道 教養 教育

19 報道 教養 教育 30 娯楽

28282828 00 報道 教養 教育

時時時時

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

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！！

５分拡大

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

ニノさんニノさんニノさんニノさん

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

    所さんの所さんの所さんの所さんの目がテン！目がテン！目がテン！目がテン！

秀吉が愛した京都秀吉が愛した京都秀吉が愛した京都秀吉が愛した京都

２時間スペシャル２時間スペシャル２時間スペシャル２時間スペシャル

ラグビーワールドカップ２０１５ラグビーワールドカップ２０１５ラグビーワールドカップ２０１５ラグビーワールドカップ２０１５

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

１０分拡大

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

Ｇｏｉｎｇ！ＳｐｏｒｔｓＧｏｉｎｇ！ＳｐｏｒｔｓＧｏｉｎｇ！ＳｐｏｒｔｓＧｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ

＆　Ｎｅｗｓ＆　Ｎｅｗｓ＆　Ｎｅｗｓ＆　Ｎｅｗｓ

Ｇｏｉｎｇ！ＳｐｏｒｔｓＧｏｉｎｇ！ＳｐｏｒｔｓＧｏｉｎｇ！ＳｐｏｒｔｓＧｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ

＆　Ｎｅｗｓ＆　Ｎｅｗｓ＆　Ｎｅｗｓ＆　Ｎｅｗｓ

はなわ３兄弟全国大会出場ＳＰはなわ３兄弟全国大会出場ＳＰはなわ３兄弟全国大会出場ＳＰはなわ３兄弟全国大会出場ＳＰ

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！

憧れの結婚生活ＳＰ憧れの結婚生活ＳＰ憧れの結婚生活ＳＰ憧れの結婚生活ＳＰ

高級中華で緊迫ゴチ高級中華で緊迫ゴチ高級中華で緊迫ゴチ高級中華で緊迫ゴチ

なんでもワールドランキングなんでもワールドランキングなんでもワールドランキングなんでもワールドランキング

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

秋のヤバすぎスペシャル秋のヤバすぎスペシャル秋のヤバすぎスペシャル秋のヤバすぎスペシャル

掟上今日子の備忘録掟上今日子の備忘録掟上今日子の備忘録掟上今日子の備忘録

人生が変わる1分間の人生が変わる1分間の人生が変わる1分間の人生が変わる1分間の

深イイ話深イイ話深イイ話深イイ話

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

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

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 未来くるチャレンジ未来くるチャレンジ未来くるチャレンジ未来くるチャレンジ ここばなここばなここばなここばな

ＮＮＮドキュメント　’15ＮＮＮドキュメント　’15ＮＮＮドキュメント　’15ＮＮＮドキュメント　’15

日日日日

日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４

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

ＵＥＦＡチャンピオンズリーグマガジンＵＥＦＡチャンピオンズリーグマガジンＵＥＦＡチャンピオンズリーグマガジンＵＥＦＡチャンピオンズリーグマガジン

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

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 日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４

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 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
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