
時
4

19 その他

20 他（通）

29 その他 29 その他

30 他（通） 30 他（通）

50 他（通）

5 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

6 娯楽 報道 教養 教育

15 報道 教養

30 娯楽 教育

7 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 8 00 報道 教養 教育

9
25 娯楽 教養

55 その他 55 娯楽

10 00 娯楽 教養

25 その他 25 他（通）

30 娯楽 30 娯楽 教養

55 他（通）

11

25 その他 25 その他 25 その他 25 報道 教養 25 報道

30 報道 教養 教育 30 報道 教養

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 教養 50 教養 50 教養 50 娯楽 教養

55 娯楽 報道 教養

12

35 娯楽

50 娯楽 教養

13

30 娯楽

50 その他

55 娯楽 報道 教養 教育 55 娯楽

14

25 その他

30 娯楽 教養

15 00 娯楽

50 娯楽 報道 教養 教育 50 他（通）

55 他（通） 55 その他

16 00 娯楽

25 娯楽 報道 教養 25 教養

教育 30 教養

55 娯楽 55 教育

ナビわんだ！

ぐるぐるナインティナイン（再）

ＴＶショッピング

ＴＶショッピング

第４５回ミヤギテレビ杯

２時間スペシャル
情報ライブ　ミヤネ屋

花巻まつり

開運！なんでも鑑定団

ヒルナンデス！
Ｙｏｕは何しに日本へ？（再）

ナビわんだ！

開運！なんでも鑑定団

ナビわんだ！

今夜くらべてみました

Ｙｏｕは何しに日本へ？

ＴＶショッピング ナビわんだ！ 24時間テレビリポート  ふるさとカメラ  ふるさとカメラ

ナビわんだ！  ふるさとカメラ ＴＶショッピング ナビわんだ！ ナビわんだ！ ナビわんだ！

ウェザー＆インフォ

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

ＴＶショッピング

あっぴリレーマラソン

2017

ＴＶショッピング

第４１回

出光イーハトーブトライアル大会

ＴＶショッピング

ナビわんだ！ いわてなび ナビわんだ！

ウェークアップ！ぷらす

スッキリ！！

５きげんどようび

ナビわんだ！

盛岡秋まつり 誰だって波瀾爆笑

ＴＶショッピング

ＮＮＮニュース・サンデー

ズームイン！！サタデー
それいけ！アンパンマン

ＺＩＰ！

らどんぱ！

ナビわんだ！

ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント

テレビ岩手　２０１７年　9月期　基本番組表
テレビ岩手編成部

月 火 水 木 金 土 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

Ｏｈａ！４　ＮＥＷＳ　ＬＩＶＥ  ＴＶショッピング

おはようＴＶＩ

ＴＶショッピング
おはようＴＶＩ おはようＴＶＩ

 ＴＶショッピング  ＴＶショッピング

シューイチ

岩手ビッグブルズ　二年目の飛躍へ！

快適住宅見学隊
ふるさと夢マップ



17 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

18 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 55 教養 教育

00 娯楽 教養 教育 00 娯楽 教養 00 娯楽 教養 教育 00 娯楽 教養 00 娯楽 19 00 娯楽 教養 教育 00 娯楽 教養 教育

56 娯楽 56 娯楽 教養 教育

20

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 21 00 娯楽

54 その他 54 娯楽 54 その他

57 その他

00 娯楽 00 娯楽 22 00 娯楽

54 その他 54 娯楽 54 教養

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 23 00 娯楽 00 娯楽

04 その他

10 娯楽 教養 教育

30 娯楽

40 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

24

25 報道 教養 教育

娯楽

40 娯楽

54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽

55 娯楽

25

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

40 他（通）

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

26
08 他（通） 08 他（通） 08 他（通） 08 娯楽

10 娯楽
13 他（通）

24 他（通）

25 他（通） 25 娯楽

38 他（通） 38 他（通） 38 他（通）

43 他（通）

54 他（通） 55 その他 55 その他

27
08 その他 08 報道 教養 教育 08 報道 教養 教育

13 報道 教養 教育

24 報道 教養 教育

28

時

秋のミステリークイズ３時間SP

ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ

ザ！世界仰天ニュース
地味にスゴイ！ＤＸ
校閲ガール・河野悦子

秘密のケンミンＳＨＯＷ

パルコインフォメーション わんだ４メーション＋

ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ

ダウンタウンＤＸ

２１ＳＥＩＫＩ　ＮａｖｉＳｔｕ！ 金曜ロードＳＨＯＷ！

反射炉が・・・崩れるなんてＳＰ

レジェンド芸人に聞きたいことＳＰ

クレヨン劇場
いわて！わんこ広報室

秋の日本の大大大問題

一斉調査２時間ＳＰ

ナビわんだ！

世界はとんでもない事が起きてい
る！！

２０連発超え２時間SP

世界一受けたい授業

いわての不思議

公開記念

世界の絶景２時間ＳＰ

ＪＥＷＥＬＲＹ　ＬＩＢＲＡＲＹ

伊豆の名旅館再生プロジェクト始動ＳＰ

ＴＶＩインフォメーション ＴＶＩインフォメーション

ＴＶショッピング ＴＶショッピング ＴＶショッピング

１×８いこうよ！
ジャパネットたかた 賢者ファビウスの定理 内村さまぁ～ずＳＥＣＯＮＤ ＮＮＮドキュメント　’17

出会う男すべて狂わせるガール」

ねだらＸ

テレビショッピング

浜ちゃんが！ 映画「奥田民生になりたいボーイと 採用！フリップＮＥＷＳ にけつッ！！

やよいＬｉｖｉｎｇ

踊る！さんま御殿！！

ワールドべたペディア

日テレＮＥＷＳ２４

American World

アナザースカイ

ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ

バズリズム

ＴＶショッピング

ねだらＸ

ＴＶショッピング

使いやあらへんで！！

映画「ナミヤ雑貨店の奇蹟」
公開記念特番

有吉反省会

夢・見る・ピノキオ

マツコ会議

月曜から夜ふかし

ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ．

５きげんテレビ ５きげんテレビ

しゃべくり007

ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ

プラチナイト

ＴＶショッピング

日月 火 水 木 金 土

ＴＶショッピング

日テレＮＥＷＳ２４ 日テレＮＥＷＳ２４

ＴＶＩインフォメーション

ねだらＸ ねだらＸ ねだらＸ

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
カウントダウンＨｕｌｕ

ニュースプラス１いわて

満天☆青空レストラン

いわて！わんこ広報室 ＰＯＷＥＲフレーズ

天才！志村どうぶつ園

ダウンタウンのガキの

月曜から夜ふかし
プラチナイト プラチナイト プラチナイト

ウチのガヤがすみません！ ナカイの窓 日本の定番！世界と比べる決定版

のん、目覚めると宣伝本部長

天気予報

火曜サプライズ 笑ってコラえて！ 沸騰ワード１０世界まる見え！テレビ特捜部 忍２４時

わんだ４メーション＋

天気予報

世界の謎が大集合！ まさかＤＡＳＨ島の

ここばな

Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ
＆　Ｎｅｗｓ

ジャパネットたかた
テレビショッピング

ニノさん

バルセロナＳＰ

ガキの使い特別版
絶対にこたえてはいけない！

おしゃれイズム

ニュースプラス１サタデー

ニュースプラス１サンデー

笑点
僕のヒーローアカデミア

グルージャＲＵＳＨ

所さんの目がテン！

ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ.サタデー

ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！

名探偵コナン

真相報道
バンキシャ！

Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ
＆　Ｎｅｗｓ


