
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

10101010

10 その他

25 教養 25 他（通） 15 娯楽 教養

30
娯楽 教養

55 報道 教養 55 他（通） 55 娯楽

11111111

25 その他
25

その他 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 報道 教養

50 その他

55 娯楽 報道 教養 教育 55 教養

14141414 00 娯楽

25 その他

30
娯楽

30
教養

15151515 00 娯楽 00 娯楽

50 他（通）

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

16161616

男子ごはん男子ごはん男子ごはん男子ごはん

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

次の瞬間、熱くなれ。次の瞬間、熱くなれ。次の瞬間、熱くなれ。次の瞬間、熱くなれ。

ＴＨＥ　ＢＡＳＥＢＡＬＬ２０１６ＴＨＥ　ＢＡＳＥＢＡＬＬ２０１６ＴＨＥ　ＢＡＳＥＢＡＬＬ２０１６ＴＨＥ　ＢＡＳＥＢＡＬＬ２０１６

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

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？ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！

次の瞬間、熱くなれ。次の瞬間、熱くなれ。次の瞬間、熱くなれ。次の瞬間、熱くなれ。

ヒルナンデス！ヒルナンデス！ヒルナンデス！ヒルナンデス！

ＴＨＥ　ＢＡＳＥＢＡＬＬ２０１６ＴＨＥ　ＢＡＳＥＢＡＬＬ２０１６ＴＨＥ　ＢＡＳＥＢＡＬＬ２０１６ＴＨＥ　ＢＡＳＥＢＡＬＬ２０１６

健康大百科健康大百科健康大百科健康大百科

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

ガイドガイドガイドガイド

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

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！

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

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地球散歩地球散歩地球散歩地球散歩

東日本大震災復興特番東日本大震災復興特番東日本大震災復興特番東日本大震災復興特番

ガイドガイドガイドガイド

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

    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

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

”わ”を奏でる音色”わ”を奏でる音色”わ”を奏でる音色”わ”を奏でる音色

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

ニュースプラス１特集ニュースプラス１特集ニュースプラス１特集ニュースプラス１特集

ガイドガイドガイドガイド わん博２０１６わん博２０１６わん博２０１６わん博２０１６

15分拡大

テレビ岩手　２０１６年　３月期　基本番組表テレビ岩手　２０１６年　３月期　基本番組表テレビ岩手　２０１６年　３月期　基本番組表テレビ岩手　２０１６年　３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

Ｙｏｕは何しに日本へ？(再）Ｙｏｕは何しに日本へ？(再）Ｙｏｕは何しに日本へ？(再）Ｙｏｕは何しに日本へ？(再）

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

高田診療所の軌跡高田診療所の軌跡高田診療所の軌跡高田診療所の軌跡

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

岩手県医師会岩手県医師会岩手県医師会岩手県医師会

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

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



25 娯楽 報道 教養 教育
25

報道 教養 教育

娯楽

50 報道 教養 教育

17171717 00 報道 教養 教育

10
娯楽

15
報道 教養

20 報道 教養

25 報道 教養

30 娯楽 30 娯楽

50 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 その他 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 19191919 00 娯楽 教養 教育 00 娯楽 教養

20202020

54 その他 54 その他
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 教育 00 娯楽 21212121 00 娯楽

14 その他

17 報道

20 娯楽

54 その他

22222222 00 娯楽

54 その他 54 その他 54 娯楽 54 娯楽 54 教養

57 報道 57 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 23232323 00 娯楽 教養 00 娯楽

14 その他

20 娯楽 教養 教育

30 娯楽

50 報道 教養 教育 55 報道 教養 教育 55 娯楽 教養

59 娯楽 59 娯楽 59 娯楽 59 娯楽 娯楽

24242424

25 報道 教養 教育

娯楽

54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽

50 娯楽 55 娯楽

25252525

19 その他

24 娯楽 24 他（通） 24 娯楽 24 娯楽 25 娯楽 25 報道 教養 教育

54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 50 他（通） 55 他（通） 55 他（通）

26262626

08 他（通） 08 他（通） 08 他（通） 08 その他

13 他（通）

20 娯楽

25 報道 教養 教育 25 娯楽

38 報道 教養 教育 38 報道 教養 教育 38 報道 教養 教育 34 他（通）

43 報道 教養 教育

55 教養

27272727

04 他（通）

30 報道 教養 教育

34 報道 教養 教育

28282828

時時時時

ミステリークイズＳＰミステリークイズＳＰミステリークイズＳＰミステリークイズＳＰ

わん博２０１６わん博２０１６わん博２０１６わん博２０１６

天気予報天気予報天気予報天気予報

しゃべくり００７×しゃべくり００７×しゃべくり００７×しゃべくり００７×

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

合体スペシャル合体スペシャル合体スペシャル合体スペシャル

話題の人気俳優大集合話題の人気俳優大集合話題の人気俳優大集合話題の人気俳優大集合

わん博２０１６わん博２０１６わん博２０１６わん博２０１６

美咲ちゃん１年間お疲れ様でしたＳＰ美咲ちゃん１年間お疲れ様でしたＳＰ美咲ちゃん１年間お疲れ様でしたＳＰ美咲ちゃん１年間お疲れ様でしたＳＰ

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

なななまインフォなななまインフォなななまインフォなななまインフォ

春なのに事件です！春なのに事件です！春なのに事件です！春なのに事件です！

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 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

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+

天気予報天気予報天気予報天気予報

ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ

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

  American WorldAmerican WorldAmerican WorldAmerican World

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

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

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

日日日日

岩手航海者ＩＷＡＴＥ　ＮＡＶＩＧＡＴＯＲ岩手航海者ＩＷＡＴＥ　ＮＡＶＩＧＡＴＯＲ岩手航海者ＩＷＡＴＥ　ＮＡＶＩＧＡＴＯＲ岩手航海者ＩＷＡＴＥ　ＮＡＶＩＧＡＴＯＲ

日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４

ぼくのいのちぼくのいのちぼくのいのちぼくのいのち

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

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！

マツコ会議マツコ会議マツコ会議マツコ会議

やよいＬｉｖｉｎｇやよいＬｉｖｉｎｇやよいＬｉｖｉｎｇやよいＬｉｖｉｎｇ

Ｇｏｉｎｇ！ＳｐｏｒｔｓＧｏｉｎｇ！ＳｐｏｒｔｓＧｏｉｎｇ！ＳｐｏｒｔｓＧｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ

＆　Ｎｅｗｓ＆　Ｎｅｗｓ＆　Ｎｅｗｓ＆　Ｎｅｗｓ

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

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

お笑い芸人ガチバトルお笑い芸人ガチバトルお笑い芸人ガチバトルお笑い芸人ガチバトル

日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４日テレＮＥＷＳ２４

春の２時間スペシャル春の２時間スペシャル春の２時間スペシャル春の２時間スペシャル

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

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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