
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

25 他（通）

55 他（通） 55 娯楽

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

50 娯楽 教養

13

50 その他

55 娯楽 報道 教養 教育 55 娯楽

14

25 その他

30 娯楽 30 娯楽 教養

15 00 娯楽

25 娯楽

50 娯楽 報道 教養 教育 50 他（通）

55 他（通）

16

25 娯楽 報道 教養 25 娯楽

ポンコツ２人が汗をかいて
最高のガチンコ旅

昼めし旅
あなたのご飯見せてください！

ナビわんだ！

ブリヂストンオープンゴルフ２０１７

３日目

緊急ＳＯＳ！

超巨大怪物が出た！出た！

池の水ぜんぶ抜く大作戦

開運！なんでも鑑定団

ナビわんだ！

ウェザー＆インフォ

ＮＮＮ　ｽﾄﾚｲﾄﾆｭｰｽ

世界！ニッポン行きたい人応援団

夢・見る・ピノキオ

ブリヂストンオープンゴルフ２０１７

最終日

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

テレビ岩手　２０１７年　10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

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！

ポンコツおじさん旅に出る
出川三村！

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

笑点（再）
ＴＶショッピング

ナビわんだ！ いわてなび ナビわんだ！

シューイチウェークアップ！ぷらす

スッキリ

５きげんどようび

ナビわんだ！

誰だって波瀾爆笑

ＴＶショッピング

ナビわんだ！ ＴＶショッピング ナビわんだ！ ナビわんだ！

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

 ふるさとカメラ

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

ヒルナンデス！

開運！なんでも鑑定団

ナビわんだ！

情報ライブ　ミヤネ屋

ＴＶショッピング

ＴＶショッピング



教育 50 その他

55 娯楽

17 00 報道 教養 教育

20 報道 教養

30 娯楽

53 報道 教養 教育

18 00 娯楽

15 報道 教養

30 娯楽 教養 30 報道 教養

35 娯楽 教養 教育

54 教養 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 19 00 娯楽 教養 教育 00 娯楽 教養 教育

56 娯楽 教養 教育 58 報道 教養

20

54 教養 54 その他

57 報道 57 報道

00 娯楽 教養 00 娯楽 00 娯楽 21 00 娯楽

54 娯楽 54 教養

57 報道

00 娯楽 22 00 娯楽

54 教養 54 教養 54 娯楽 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 報道 教養 教育 00 報道 教養 教育 23 00 娯楽

24 その他

30 娯楽 教養 教育 30 娯楽 30 報道 教養 教育

娯楽

50 報道 教養

55 報道 教養 教育

59 娯楽 59 娯楽 59 娯楽 59 娯楽 娯楽

00 報道 教養 教育 24

54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽

55 娯楽
30 娯楽 25

19 娯楽

24 娯楽 24 他（通） 24 娯楽 24 他（通） 25 娯楽
29 娯楽

50 他（通）

54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 55 他（通）

26
08 他（通） 08 他（通） 08 他（通） 08 娯楽

13 他（通）

20 報道 教養 教育
29 娯楽 25 他（通）

38 他（通） 38 他（通） 38 他（通）

43 他（通） 43 他（通）

55 報道 教養 教育

27
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 13 他（通）

43 報道 教養 教育

28

時

ＲＥＡＬ　ＶＯＩＣＥ

投票に行こう！

×

しゃべくり００７

合体SP

投票に行こう！

天気予報

投票に行こう！
天気予報

あの恐怖＆食材を徹底解明！！

ＪＥＷＥＬＲＹ　ＬＩＢＲＡＲＹ

天気予報

芸能界２大女傑に失礼な質問ＳＰ

２１ＳＥＩＫＩ　ＮａｖｉＳｔｕ！

天気予報

&
ダウンタウンＤＸ

秋の合体３時間スペシャル

秘密のケンミンＳＨＯＷ

水曜ドラマ

秋の4時間SP

人生が変わる1分間の
深イイ話

今夜くらべてみました

秋のチャレンジグルメＳＰ

ニュースプラス１サンデー

ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！

ナビわんだ！

サッカーなでしこジャパン

満天☆青空レストラン

タイムボカン　逆襲の三悪人

ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ．

名探偵コナン

ニュースプラス１いわて

ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ.サタデー
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

グルージャＲＵＳＨ

嵐にしやがれ

のん、目覚めると宣伝本部長

天気予報

いわて！わんこ広報室 ＰＯＷＥＲフレーズ

有吉ｾﾞﾐ １周回って知らない話 あのニュースで得する人損する人 沸騰ワード１０ 世界一受けたい授業 ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！

ここばな

ザ！世界仰天ニュース

命が危ない！
日本のウソ１５

あなたはダマされている２時間ＳＰ
５年目に突入！

NNN衆院選特別番組

「ZERO×選挙２０１７」

第１部

老舗の謎＆美食ＣＡＳＰ

Going!Sports&News

NNN衆院選特別番組

「ZERO×選挙２０１７」

第2部

先に生まれただけの僕

奥さまは、取り扱い注意

金曜ロードＳＨＯＷ！
いわて！わんこ広報室

クレヨン劇場

マツコ会議

土曜ドラマ

アナザースカイ

  American World

Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ
＆　Ｎｅｗｓ

有吉反省会

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Ｆ

ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ

ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ

浜ちゃんが！ チカラウタ にけつッ！！ ダウンタウンのガキの
使いやあらへんで！！

プラチナプラス

月曜から夜ふかし ウチのガヤがすみません！ 正解のない問題 ブラックリベンジ

採用！フリップＮＥＷＳ

ねだらＸ ねだらＸ ねだらＸ ねだらＸ

ＴＶショッピング
カウントダウンＨｕｌｕ

バズリズム０２

LUVandSOULの今夜はココに行ってみよう！

じっくり聞いタロウ
１×８いこうよ！

ジャパネットたかた THE FACTORY TOKYO ＴＶショッピング

テレビショッピング

ジャパネットたかた
テレビショッピング

日テレＮＥＷＳ２４

ＴＶショッピング

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ＴＶショッピング

ＭＳ＆ＡＤカップ２０１７

新宿の古池で見つけたナゾの種

日テレＮＥＷＳ２４
ＴＶショッピング

日テレＮＥＷＳ２４

日月 火 水 木 金 土

日テレＮＥＷＳ２４ 日テレＮＥＷＳ２４ 日テレＮＥＷＳ２４
日テレＮＥＷＳ２４


