
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 その他 55 娯楽

10101010 00 報道 教養

25 他（通） 25 教養 25 他（通）

30 娯楽 教養

55 他（通） 55 娯楽

11111111

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 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 その他 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 教養

50 その他

55 娯楽 報道 教養 教育 55 報道 教養

14141414

25 その他

30 その他

50 教養

15151515 00 教育 00 その他

25 教養

50 他（通）

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

教養 教育

16161616 00 娯楽 教育

25 報道 教養

ガンライザーＨＡＰＰＹ劇場ガンライザーＨＡＰＰＹ劇場ガンライザーＨＡＰＰＹ劇場ガンライザーＨＡＰＰＹ劇場

ウレセン！！ウレセン！！ウレセン！！ウレセン！！

    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！

箱根駅伝 絆の物語箱根駅伝 絆の物語箱根駅伝 絆の物語箱根駅伝 絆の物語

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

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

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！

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

マサカの確率マサカの確率マサカの確率マサカの確率

～備えあれば憂いなし～～備えあれば憂いなし～～備えあれば憂いなし～～備えあれば憂いなし～

男子ごはん男子ごはん男子ごはん男子ごはん

テレビ岩手　２０１５年　１２月期　基本番組表テレビ岩手　２０１５年　１２月期　基本番組表テレビ岩手　２０１５年　１２月期　基本番組表テレビ岩手　２０１５年　１２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

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！！

ホリスティックな週末ホリスティックな週末ホリスティックな週末ホリスティックな週末

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！

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

柴柳二郎の夢トーク柴柳二郎の夢トーク柴柳二郎の夢トーク柴柳二郎の夢トーク

つながりに感謝つながりに感謝つながりに感謝つながりに感謝

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

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！あなたと歩むテレビ岩手あなたと歩むテレビ岩手あなたと歩むテレビ岩手あなたと歩むテレビ岩手

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！

ウソのような本当の瞬間ウソのような本当の瞬間ウソのような本当の瞬間ウソのような本当の瞬間

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 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！ 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

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 らどんぱ！らどんぱ！らどんぱ！らどんぱ！

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

いわて再発見！いわて再発見！いわて再発見！いわて再発見！

北国ほっとハンターズ北国ほっとハンターズ北国ほっとハンターズ北国ほっとハンターズナビわんだ！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

東北少年サッカー選手権大会東北少年サッカー選手権大会東北少年サッカー選手権大会東北少年サッカー選手権大会

いわてことし２０１５いわてことし２０１５いわてことし２０１５いわてことし２０１５

フジパンカップフジパンカップフジパンカップフジパンカップ

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！

時の風景～世界遺産を巡る～時の風景～世界遺産を巡る～時の風景～世界遺産を巡る～時の風景～世界遺産を巡る～

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！

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



25 娯楽 報道 教養 教育 25 娯楽 教養 25 教育

30 報道 教養 教育

55 娯楽 教養 55 その他

17171717 00 報道 教養 教育

20 報道 教養

30 娯楽 30 娯楽

50 その他

48

53 報道 教養 教育

18181818 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 19191919 00 娯楽 教養 00 娯楽 教養

20202020

54 その他

57 報道

00 娯楽 00 娯楽 教養 00 娯楽 21212121

54 ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ その他 54 教養

57 その他 57 報道

00 娯楽 22222222 00 娯楽

54 娯楽 54 娯楽 54 その他 54 その他

57 報道 57 報道

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

14 ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ その他

17 報道

20 報道 教養 教育 24 その他

30 報道 教養 教育 30 報道 教養 教育 30 娯楽 教養 30 娯楽 教養

59 娯楽 59 娯楽

24242424 00 娯楽 00 報道 教養

15
娯楽

19 娯楽 25 報道 教養 25 娯楽

29 娯楽 30 娯楽

40 娯楽

54 娯楽 54 娯楽

25252525

14 娯楽 10 娯楽

24 娯楽 24 娯楽 24 娯楽 25 他（通）

30 他（通）

39 その他 40 他（通）

44 他（通）

54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 55 娯楽

00 娯楽 26262626

08 他（通） 08 その他

10 報道 教養 教育

14 娯楽 13 他（通） 14 他（通）

24 娯楽

28 他（通） 25 報道 教養 教育

38 他（通） 38 他（通）

43 報道 教養 教育 44 他（通）

58 報道 教養 教育

27272727

08 報道 教養 教育 08 報道 教養 教育

14 報道 教養 教育

28282828

時時時時

地球★熱帯紀行地球★熱帯紀行地球★熱帯紀行地球★熱帯紀行

プラチナイトプラチナイトプラチナイトプラチナイト

黒崎くんの言いなりになんてならない黒崎くんの言いなりになんてならない黒崎くんの言いなりになんてならない黒崎くんの言いなりになんてならない

第１夜

ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ

ねだらＸねだらＸねだらＸねだらＸ

天気予報天気予報天気予報天気予報

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！

天気予報天気予報天気予報天気予報

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

  American WorldAmerican WorldAmerican WorldAmerican World

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

ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ

天気予報天気予報天気予報天気予報

ニッポン人は頑張ったスペシャルニッポン人は頑張ったスペシャルニッポン人は頑張ったスペシャルニッポン人は頑張ったスペシャル

第１部第１部第１部第１部

第２部第２部第２部第２部

プラチナイトプラチナイトプラチナイトプラチナイト

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

第2夜

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 ＰＯＷＥＲフレーズＰＯＷＥＲフレーズＰＯＷＥＲフレーズＰＯＷＥＲフレーズ

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！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

有吉ゼミ有吉ゼミ有吉ゼミ有吉ゼミ

坂上忍新居完成３時間ＳＰ坂上忍新居完成３時間ＳＰ坂上忍新居完成３時間ＳＰ坂上忍新居完成３時間ＳＰ

うわっダマされた大賞２０１５うわっダマされた大賞２０１５うわっダマされた大賞２０１５うわっダマされた大賞２０１５

ヒューマンルーレットヒューマンルーレットヒューマンルーレットヒューマンルーレット

エンタの神様２０１５エンタの神様２０１５エンタの神様２０１５エンタの神様２０１５

年末３時間スペシャル年末３時間スペシャル年末３時間スペシャル年末３時間スペシャル

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

年末４時間スペシャル年末４時間スペシャル年末４時間スペシャル年末４時間スペシャル

ＮＮＮニュース＆スポーツＮＮＮニュース＆スポーツＮＮＮニュース＆スポーツＮＮＮニュース＆スポーツ

ＮＮＮニュース＆スポーツＮＮＮニュース＆スポーツＮＮＮニュース＆スポーツＮＮＮニュース＆スポーツ

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！！

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

ＴＯＫＩＯ＆嵐ＴＯＫＩＯ＆嵐ＴＯＫＩＯ＆嵐ＴＯＫＩＯ＆嵐

くりいむしちゅーのくりいむしちゅーのくりいむしちゅーのくりいむしちゅーの

ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ

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

あいどりゅ☆あいどりゅ☆あいどりゅ☆あいどりゅ☆ ＨＩＧＨ＆ＬＯＷＨＩＧＨ＆ＬＯＷＨＩＧＨ＆ＬＯＷＨＩＧＨ＆ＬＯＷ 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

ニノさんニノさんニノさんニノさん

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！！

黒崎くんの言いなりになんてならない黒崎くんの言いなりになんてならない黒崎くんの言いなりになんてならない黒崎くんの言いなりになんてならない 青春探偵ハルヤ青春探偵ハルヤ青春探偵ハルヤ青春探偵ハルヤ

バズリズムバズリズムバズリズムバズリズム

荷物！開封バラエティ荷物！開封バラエティ荷物！開封バラエティ荷物！開封バラエティ

浜ちゃんが！浜ちゃんが！浜ちゃんが！浜ちゃんが！

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

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

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 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

ＭＵＳＩＣ　ＬＡＵＮＣＨＥＲＭＵＳＩＣ　ＬＡＵＮＣＨＥＲＭＵＳＩＣ　ＬＡＵＮＣＨＥＲＭＵＳＩＣ　ＬＡＵＮＣＨＥＲ

ＨＡＷＡＩＩ！ＨＡＷＡＩＩ！ＨＡＷＡＩＩ！ＨＡＷＡＩＩ！

遊んで走ってハバルア体験遊んで走ってハバルア体験遊んで走ってハバルア体験遊んで走ってハバルア体験

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

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

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

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

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

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

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

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！

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

スペシャルスペシャルスペシャルスペシャル

ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ.サタデーｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ.サタデーｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ.サタデーｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ.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サタデー

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

明智警部の事件簿明智警部の事件簿明智警部の事件簿明智警部の事件簿

歳末・クリスマススペシャル歳末・クリスマススペシャル歳末・クリスマススペシャル歳末・クリスマススペシャル

ふるさとコンサート復興支援コンサートふるさとコンサート復興支援コンサートふるさとコンサート復興支援コンサートふるさとコンサート復興支援コンサート

ふるさとは今もかわらずふるさとは今もかわらずふるさとは今もかわらずふるさとは今もかわらず

ここばなここばなここばなここばな

がんばれ遠野高サッカー部がんばれ遠野高サッカー部がんばれ遠野高サッカー部がんばれ遠野高サッカー部

柴田理恵の柴田理恵の柴田理恵の柴田理恵の

とやま観光開発事業団とやま観光開発事業団とやま観光開発事業団とやま観光開発事業団

９０分スペシャル９０分スペシャル９０分スペシャル９０分スペシャル

しゃべくり００７しゃべくり００７しゃべくり００７しゃべくり００７

メリーしゃべクリスマスメリーしゃべクリスマスメリーしゃべクリスマスメリーしゃべクリスマス

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

マツコ会議マツコ会議マツコ会議マツコ会議

笑点笑点笑点笑点

クリスマス豪華芸能人大集合クリスマス豪華芸能人大集合クリスマス豪華芸能人大集合クリスマス豪華芸能人大集合

さんま＆ＳＭＡＰ！さんま＆ＳＭＡＰ！さんま＆ＳＭＡＰ！さんま＆ＳＭＡＰ！

美女と野獣のクリスマス２０１５美女と野獣のクリスマス２０１５美女と野獣のクリスマス２０１５美女と野獣のクリスマス２０１５

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

今年もメリートリックマス２時間ＳＰ今年もメリートリックマス２時間ＳＰ今年もメリートリックマス２時間ＳＰ今年もメリートリックマス２時間ＳＰ

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・・・

クリスマスに爆笑をプレゼント！クリスマスに爆笑をプレゼント！クリスマスに爆笑をプレゼント！クリスマスに爆笑をプレゼント！

根拠のある家づくり根拠のある家づくり根拠のある家づくり根拠のある家づくり

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

９０分スペシャル９０分スペシャル９０分スペシャル９０分スペシャル

豪華４時間スペシャル豪華４時間スペシャル豪華４時間スペシャル豪華４時間スペシャル

ＨｉＧＨ＆ＬＯＷスペシャルＨｉＧＨ＆ＬＯＷスペシャルＨｉＧＨ＆ＬＯＷスペシャルＨｉＧＨ＆ＬＯＷスペシャル

ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ

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

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！

ニッポン人は頑張ったスペシャルニッポン人は頑張ったスペシャルニッポン人は頑張ったスペシャルニッポン人は頑張ったスペシャル

Ｊｅｗｅｌｒｙ　ｄａｙｓＪｅｗｅｌｒｙ　ｄａｙｓＪｅｗｅｌｒｙ　ｄａｙｓＪｅｗｅｌｒｙ　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！

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

天気予報天気予報天気予報天気予報

クレヨン劇場クレヨン劇場クレヨン劇場クレヨン劇場

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

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

やよいＬｉｖｉｎｇやよいＬｉｖｉｎｇやよいＬｉｖｉｎｇやよいＬｉｖｉｎｇ

ぐるナイ聖夜のクビ決定ぐるナイ聖夜のクビ決定ぐるナイ聖夜のクビ決定ぐるナイ聖夜のクビ決定

世界番付２時間スペシャル世界番付２時間スペシャル世界番付２時間スペシャル世界番付２時間スペシャル

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

有吉反省会有吉反省会有吉反省会有吉反省会


