
時
4

19 その他

20 他（通）

29 その他

30 他（通）

44 その他

50 他（通） 45 娯楽

5 00 他（通）

20 報道 教養 教育

30 他（通）

50 娯楽 報道 教養 教育

59

6 娯楽 報道 教養 教育

7 00 娯楽

25 その他

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 教養

25 他（通）

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 教育 25 報道

30 報道 教養 教育 30 報道 教養 教育

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

30 娯楽 教養 教育

15 00 娯楽

20 その他

25 教養

50 娯楽 報道 教養 教育 50 他（通）

55 他（通） 55 教養 教育

16

25 娯楽 報道 教養 25 教養 25 教養

開運！なんでも鑑定団

ヒルナンデス！
世界！ニッポン行きたい人応援団

開運！なんでも鑑定団

らどんぱ！

LPGAツアーチャンピオンシップ
リコーカップ最終日

ＴＶショッピング

ＴＶショッピング

情報ライブ　ミヤネ屋

ナビわんだ！

ナビわんだ！ 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

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

 ふるさとカメラナビわんだ！ ＴＶショッピング ナビわんだ！ ナビわんだ！

テレビ岩手　２０１７年　1１月期　基本番組表
テレビ岩手編成部

月 火 水 木 金 土 日

おはようＴＶＩ

ＴＶショッピング
おはようＴＶＩ

 ＴＶショッピング おはようＴＶＩ

ラグビーＷ杯まであと２年！

日本代表×フランス代表

ナビわんだ！

石塚英彦の通りの達人

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

日本代表秋の真剣勝負！

健康大百科
誰だって波瀾爆笑

ＴＶショッピング

ズームイン！！サタデー

ＺＩＰ！

ウェザー＆インフォ

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

元気一番“生”テレビ

ナビわんだ！ いわてなび ナビわんだ！

ＴＶショッピング

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！

知られざるアノ人に会う！
熱狂ファンワールド

“あえて”この道えらびました！

ノリノリマイノリティ

岩手山　百景・秋

ぼくのわたしの防災手帳

ナビわんだ！



教育

55 娯楽 55 教育

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 娯楽 教養

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

56 娯楽

20

54 その他 54 その他

57 報道 57 報道

00 娯楽 教養 00 娯楽 教養 00 娯楽 教養 教育 00 娯楽 21

54 その他 54 その他 54 娯楽 54 その他 54 その他

57 報道 57 教養 57 その他

00 娯楽 00 娯楽 教養 教育 00 娯楽 22 00 娯楽 00 娯楽

30 娯楽

54 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 23 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

24

30 娯楽

54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽
59 娯楽

25
05 娯楽 05 報道 教養 教育

19 娯楽

24 娯楽 24 他（通） 24 娯楽 24 他（通）

35 娯楽

54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽
59 娯楽 26 00 他（通）

08 他（通） 08 他（通） 08 他（通） 08 娯楽 05 他（通）

13 他（通） 13 他（通）

30 娯楽

38 他（通） 38 他（通） 38 他（通） 35 他（通）

43 他（通） 43 他（通）

27 00 他（通）

08 報道 教養 教育 08 報道 教養 教育 08 報道 教養 教育 05 報道 教養 教育

13 報道 教養 教育 13 報道 教養 教育

30 報道 教養 教育

28

時

ＴＶショッピング

ヒロミ、自宅を作る。完成披露ＳＰ
八王子リフォーム６か月完全密着

天気予報天気予報

ＪＥＷＥＬＲＹ　ＬＩＢＲＡＲＹ

天気予報

浮かれたオヤジ祭ＳＰ サンドイッチマン参戦 芸能界クイズ王決定戦！！ＳＰ

秋深しカミングアウトＳＰ

一番搾りとれたてホップ

踊る！さんま御殿！！

採用！フリップＮＥＷＳ
浜ちゃんが！ チカラウタ にけつッ！！

月曜から夜ふかし ウチのガヤがすみません！ ナカイの窓 ブラックリベンジ

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

ＮＮＮドキュメント　’17ダウンタウンのガキの
使いやあらへんで！！

映画ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ

ＴＶショッピング

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

ねだらＸ
カウントダウンＨｕｌｕ

ＴＶショッピング ＴＶショッピング

ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ　３　公開中ＳＰ

ＴＶショッピング

テレビショッピング

テレビショッピング

ジャパネットたかた

ニノさん

ＴＶショッピング

日月 火 水 木 金 土

日テレＮＥＷＳ２４

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

バズリズム０２

LUVandSOULの今夜はココに行ってみよう！

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

ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ

Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ
＆　Ｎｅｗｓ

Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ
＆　Ｎｅｗｓプラチナイト プラチナイト プラチナイト プラチナイト木曜ドラマＦ

ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ

有吉反省会 夢・見る・ピノキオ

プラチナプラス

American World クレヨン劇場 今からあなたを脅迫します

アナザースカイ マツコ会議

おしゃれイズム
土曜ドラマ

２１ＳＥＩＫＩ　ＮａｖｉＳｔｕ！

しゃべくり007 幸せ！ボンビーガール
水曜ドラマ 先に生まれただけの僕

奥さまは、取り扱い注意

ナビわんだ！ ナビわんだ！ 金曜ロードＳＨＯＷ！

有吉ｾﾞﾐ特別編 火曜サプライズ 笑ってコラえて！ ぐるナイ　肉ゴチ！ 超問クイズ！真実か？ウソか？

のん、宣伝本部長

いわて！わんこ広報室

ビーフ祭り＆家族対抗ゴチ！
２時間ＳＰ

ニュースプラス１サタデー

ニュースプラス１サンデー

グルージャＲＵＳＨ

人生が変わる1分間の
深イイ話

ザ！世界仰天ニュース 秘密のケンミンＳＨＯＷ

いわて！わんこ広報室 ここばな

のどじまんＴＨＥワールド

～２０１７秋～

快適住宅見学隊おらほのマイスター

わんだ４メーション+

やよいＬｉｖｉｎｇ

いわて働き方改革

誰も知らない明石家さんま

３時間スペシャル

ＰＯＷＥＲフレーズ

ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ．

名探偵コナン

真相報道
バンキシャ！ニュースプラス１いわて

満天☆青空レストラン

笑点
タイムボカン　逆襲の三悪人

所さんの目がテン！

ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ.サタデー
５きげんテレビ ５きげんテレビ


