
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 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 報道 教養 教育

9999
00

娯楽

25 娯楽 教養

55 その他

10101010 00 教養

25 他（通）

30 娯楽 教養

55 他（通）

11111111

25 その他 25 報道 教養

30 報道 教養 教育

35 報道

40 他（通）

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 50 報道 教養

55 娯楽 報道 教養

12121212 00 娯楽

50 娯楽 教養

55 娯楽

13131313

50 その他 50 その他

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

娯楽 14141414

25 その他

30 報道 教養

55 その他 55 その他

15151515 00 他（通） 00 娯楽

30 娯楽

50 娯楽 報道 教養 教育
50 他（通）

55 他（通） 55 教養 娯楽

16161616 00 教養 娯楽

25 娯楽 報道 教養 25 教養

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！

ＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピング

健康大百科健康大百科健康大百科健康大百科

ＴＶショッピング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！

元気一番”生”テレビ元気一番”生”テレビ元気一番”生”テレビ元気一番”生”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

ＴＶショッピング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！

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！
エンジンで発電　モーターだけで走る新技術登場エンジンで発電　モーターだけで走る新技術登場エンジンで発電　モーターだけで走る新技術登場エンジンで発電　モーターだけで走る新技術登場

 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

らどんぱ！らどんぱ！らどんぱ！らどんぱ！

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

 ＴＶショッピング 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　２０１７年　２月期　基本番組表テレビ岩手　２０１７年　２月期　基本番組表テレビ岩手　２０１７年　２月期　基本番組表テレビ岩手　２０１７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

 ＴＶショッピング 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

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

ＴＶショッピング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

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

岩手県議会中継岩手県議会中継岩手県議会中継岩手県議会中継

ダイドードリンコスペシャルダイドードリンコスペシャルダイドードリンコスペシャルダイドードリンコスペシャル

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

東京メトロスポーツスペシャル東京メトロスポーツスペシャル東京メトロスポーツスペシャル東京メトロスポーツスペシャル

世界選手権代表選考レース世界選手権代表選考レース世界選手権代表選考レース世界選手権代表選考レース

一関市・大東大原水かけ祭り一関市・大東大原水かけ祭り一関市・大東大原水かけ祭り一関市・大東大原水かけ祭り

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！

第５９回元祖わんこそば全日本大会第５９回元祖わんこそば全日本大会第５９回元祖わんこそば全日本大会第５９回元祖わんこそば全日本大会

岩手山　百景・冬岩手山　百景・冬岩手山　百景・冬岩手山　百景・冬

新・盛岡三大麺列伝新・盛岡三大麺列伝新・盛岡三大麺列伝新・盛岡三大麺列伝

ダンディ坂野とお侍ちゃんが行くダンディ坂野とお侍ちゃんが行くダンディ坂野とお侍ちゃんが行くダンディ坂野とお侍ちゃんが行く

ＷＡＮＫＯ　ＢＡＴＴＬＥＷＡＮＫＯ　ＢＡＴＴＬＥＷＡＮＫＯ　ＢＡＴＴＬＥＷＡＮＫＯ　ＢＡＴＴＬＥ

冷水　熱く　ひとを結ぶ冷水　熱く　ひとを結ぶ冷水　熱く　ひとを結ぶ冷水　熱く　ひとを結ぶ

そもそも・・・それっていつから？そもそも・・・それっていつから？そもそも・・・それっていつから？そもそも・・・それっていつから？

ＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピング

受け継がれる８００年のかたち受け継がれる８００年のかたち受け継がれる８００年のかたち受け継がれる８００年のかたち

雪と氷の世界で輝いて雪と氷の世界で輝いて雪と氷の世界で輝いて雪と氷の世界で輝いて

ヒルナンデス！ヒルナンデス！ヒルナンデス！ヒルナンデス！

じゃじゃ麺ロードじゃじゃ麺ロードじゃじゃ麺ロードじゃじゃ麺ロード

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！

冬季国体総集編冬季国体総集編冬季国体総集編冬季国体総集編

東京マラソン２０１７東京マラソン２０１７東京マラソン２０１７東京マラソン２０１７

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！

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

ＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピング

世界！ニッポン行きたい人応援団世界！ニッポン行きたい人応援団世界！ニッポン行きたい人応援団世界！ニッポン行きたい人応援団

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？

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

ＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピングＴＶショッピング

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

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

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

ＴＶショッピング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



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 15 報道 教養 15 報道 教養

30 娯楽 教養

50 報道 教養 50 報道 教養

54 教養 54 その他 54 その他 55 教養 教育

00 娯楽 教養 00 娯楽 教養 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 教育

56 娯楽 56 娯楽 教養 教育

20202020 58 娯楽 教養

54 その他 54 報道 教養 54 報道 教養 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 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

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 25 他（通）

30 他（通）

54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 55 その他 55 娯楽

00 娯楽 26262626

08 他（通） 08 他（通） 08 他（通） 08 娯楽

13 他（通） 14 他（通）

25 報道 教養 教育

38 他（通） 38 他（通） 38 他（通）

43 他（通） 44 他（通）

27272727

08 報道 教養 教育 08 報道 教養 教育 08 報道 教養 教育

13 報道 教養 教育 14 報道 教養 教育

28282828

時時時時

毛越寺常行堂二十日夜祭毛越寺常行堂二十日夜祭毛越寺常行堂二十日夜祭毛越寺常行堂二十日夜祭

４色クイズ２時間ＳＰ４色クイズ２時間ＳＰ４色クイズ２時間ＳＰ４色クイズ２時間ＳＰ 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

もしアナタの家族が〇〇になったらどうしますかもしアナタの家族が〇〇になったらどうしますかもしアナタの家族が〇〇になったらどうしますかもしアナタの家族が〇〇になったらどうしますか

ヒロミ＆タッキー２０１７始動ヒロミ＆タッキー２０１７始動ヒロミ＆タッキー２０１７始動ヒロミ＆タッキー２０１７始動

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

家事が楽になる得する家事が楽になる得する家事が楽になる得する家事が楽になる得する チェーン店グルメにハマる変態ＳＰチェーン店グルメにハマる変態ＳＰチェーン店グルメにハマる変態ＳＰチェーン店グルメにハマる変態ＳＰ

きょうの県議会きょうの県議会きょうの県議会きょうの県議会 きょうの県議会きょうの県議会きょうの県議会きょうの県議会

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 ＰＯＷＥＲフレーズＰＯＷＥＲフレーズＰＯＷＥＲフレーズＰＯＷＥＲフレーズ

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

タイムボカン２４タイムボカン２４タイムボカン２４タイムボカン２４ 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！

    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！

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

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

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 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

有吉ｾﾞﾐ有吉ｾﾞﾐ有吉ｾﾞﾐ有吉ｾﾞﾐ 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 １周回って知らない話１周回って知らない話１周回って知らない話１周回って知らない話 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 沸騰ワード１０沸騰ワード１０沸騰ワード１０沸騰ワード１０ 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 ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！

ここばなここばなここばなここばなナビわんだナビわんだナビわんだナビわんだ

１億人の大質問！？１億人の大質問！？１億人の大質問！？１億人の大質問！？

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！！ 笑ってコラえて！笑ってコラえて！笑ってコラえて！笑ってコラえて！ 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！

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 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

スーパーサラリーマン左江内氏スーパーサラリーマン左江内氏スーパーサラリーマン左江内氏スーパーサラリーマン左江内氏

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

市川海老蔵　古典への誘い２０１７盛岡公演市川海老蔵　古典への誘い２０１７盛岡公演市川海老蔵　古典への誘い２０１７盛岡公演市川海老蔵　古典への誘い２０１７盛岡公演

天気予報天気予報天気予報天気予報

きょうの県議会きょうの県議会きょうの県議会きょうの県議会 きょうの県議会きょうの県議会きょうの県議会きょうの県議会

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

しゃべくり007しゃべくり007しゃべくり007しゃべくり007 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

水曜ドラマ水曜ドラマ水曜ドラマ水曜ドラマ

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

東京タラレバ娘東京タラレバ娘東京タラレバ娘東京タラレバ娘

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ Ｊｅｗｅｌｒｙ　ｄａｙｓＪｅｗｅｌｒｙ　ｄａｙｓＪｅｗｅｌｒｙ　ｄａｙｓＪｅｗｅｌｒｙ　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！

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 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

  American WorldAmerican WorldAmerican WorldAmerican World クレヨン劇場クレヨン劇場クレヨン劇場クレヨン劇場 視覚探偵　日暮旅人視覚探偵　日暮旅人視覚探偵　日暮旅人視覚探偵　日暮旅人

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 マツコ会議マツコ会議マツコ会議マツコ会議

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

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

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 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 ＮＮＮドキュメント　’1７ＮＮＮドキュメント　’1７ＮＮＮドキュメント　’1７ＮＮＮドキュメント　’1７

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 増山超能力師事務所増山超能力師事務所増山超能力師事務所増山超能力師事務所

バズリズムバズリズムバズリズムバズリズム

採用！フリップＮＥＷＳ採用！フリップＮＥＷＳ採用！フリップＮＥＷＳ採用！フリップＮＥＷＳ

ＴＶショッピング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 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

ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！ナビわんだ！

じっくり聞いタロウじっくり聞いタロウじっくり聞いタロウじっくり聞いタロウ

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

１×８いこうよ！１×８いこうよ！１×８いこうよ！１×８いこうよ！

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 きみだけＴＶきみだけＴＶきみだけＴＶきみだけＴＶ 内村さまぁ～ず内村さまぁ～ず内村さまぁ～ず内村さまぁ～ず 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

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

ＴＶショッピング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

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

ニノさんニノさんニノさんニノさん

カウントダウンＨｕｌｕカウントダウンＨｕｌｕカウントダウンＨｕｌｕカウントダウンＨｕｌｕ

ＴＶショッピング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

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

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

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

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


