
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 娯楽 教養

25 他（通）

30 娯楽 教養

55 他（通） 55 娯楽

00 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 その他

55 娯楽 教養

13131313

25 その他

30
娯楽 30 娯楽

55 娯楽 報道 教養 教育

14141414

55 娯楽

15151515

35 娯楽 教育

45 娯楽 教養

50 他（通）

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

16161616 00 娯楽

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！ 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

ドロンズ石本の突撃！ドロンズ石本の突撃！ドロンズ石本の突撃！ドロンズ石本の突撃！

東京口コミらーめん東京口コミらーめん東京口コミらーめん東京口コミらーめん

地球散歩地球散歩地球散歩地球散歩

ウケタモンガチ！ウケタモンガチ！ウケタモンガチ！ウケタモンガチ！

ガイコクジンが行く！ガイコクジンが行く！ガイコクジンが行く！ガイコクジンが行く！

北国トラベラーズ！！北国トラベラーズ！！北国トラベラーズ！！北国トラベラーズ！！

U-18Ｊリーグ選抜×高校サッカー選抜U-18Ｊリーグ選抜×高校サッカー選抜U-18Ｊリーグ選抜×高校サッカー選抜U-18Ｊリーグ選抜×高校サッカー選抜

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

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！

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

FUJI XEROXFUJI XEROXFUJI XEROXFUJI XEROX

SUPER CUP　２０１６SUPER CUP　２０１６SUPER CUP　２０１６SUPER CUP　２０１６

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

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！

福岡すっぴんツアー！ 3福岡すっぴんツアー！ 3福岡すっぴんツアー！ 3福岡すっぴんツアー！ 3

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

無差別級お笑いトーナメント無差別級お笑いトーナメント無差別級お笑いトーナメント無差別級お笑いトーナメント

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！ 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 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？

男子ごはん男子ごはん男子ごはん男子ごはん

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！

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

地球★熱帯紀行地球★熱帯紀行地球★熱帯紀行地球★熱帯紀行

ガイコクジンが行く！ガイコクジンが行く！ガイコクジンが行く！ガイコクジンが行く！

北国トラベラーズ！！北国トラベラーズ！！北国トラベラーズ！！北国トラベラーズ！！

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

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

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　２０１６年　２月期　基本番組表テレビ岩手　２０１６年　２月期　基本番組表テレビ岩手　２０１６年　２月期　基本番組表テレビ岩手　２０１６年　２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 30 報道 教育 25 教養 教育

55 その他 55 娯楽 教養

17171717 00 報道 教養 教育

10
報道 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 教養 00 娯楽 19191919 00 娯楽 教養 教育 00 娯楽 教養

56 娯楽 教養 教育 56 娯楽 56 娯楽 教養 教育 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 教養 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 その他 54 娯楽 54 娯楽 54 教養 54 その他

00 娯楽 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

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

30 娯楽

54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽

55 娯楽 55 報道 教養 教育

25252525

19 その他

24 娯楽 24 他（通） 24 娯楽 24 娯楽 25 娯楽

30 他（通）

50 他（通）

54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 55 他（通）

00 娯楽 26262626

08 他（通） 08 他（通） 08 他（通） 08 その他

13 他（通） 14 他（通）

20 娯楽

25 その他

38 報道 教養 教育 38 報道 教養 教育 38 報道 教養 教育

43 報道 教養 教育 44 他（通）

50 報道 教養 教育

27272727

14 報道 教養 教育

28282828

時時時時 日日日日

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

ＮＮＮドキュメント　’16ＮＮＮドキュメント　’16ＮＮＮドキュメント　’16ＮＮＮドキュメント　’16

Seiko・AyukaごはんSeiko・AyukaごはんSeiko・AyukaごはんSeiko・Ayukaごはん

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

怪盗　山猫怪盗　山猫怪盗　山猫怪盗　山猫

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！

ＰＯＷＥＲフレーズＰＯＷＥＲフレーズＰＯＷＥＲフレーズＰＯＷＥＲフレーズ

ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！

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

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

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 日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４

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

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

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

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 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

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

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！

ニノさんニノさんニノさんニノさん

ＭＵＳＩＣ　ＬＡＵＮＣＨＥＲＭＵＳＩＣ　ＬＡＵＮＣＨＥＲＭＵＳＩＣ　ＬＡＵＮＣＨＥＲＭＵＳＩＣ　ＬＡＵＮＣＨＥＲ

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☆ １×８いこうよ！１×８いこうよ！１×８いこうよ！１×８いこうよ！

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

浜ちゃんが！浜ちゃんが！浜ちゃんが！浜ちゃんが！ チカラウタチカラウタチカラウタチカラウタ 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！！ 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！！

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 マネーの天使マネーの天使マネーの天使マネーの天使

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

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
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