
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 教育

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 他（通）

25 他（通）

30 娯楽

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

25 その他
30 教養 教育

15

25 その他
30 娯楽 教養

50 娯楽 報道 教養 教育 50 他（通）

55 他（通）

16 00 教育

25 娯楽 報道 教養 25 教養

ＴＶショッピング

ＴＶショッピング
ＪＡ全農いわて　いわて純情米選手権

第４１回岩手県ミニバスケットボール

ナビわんだ！ 芸能人の家を徹底診断！

情報ライブ　ミヤネ屋

記憶の澱

ニッチェのラーメンコンシェルジュ

ナビわんだ！

赤シャツの逆襲

第１３回日本放送文化大賞
テレビ・グランプリ作品

ハウスドクター

ナビわんだ！

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

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

ＴＶショッピング

目指せ絶景！
露天風呂トラックの旅２

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！

ＴＶショッピング 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！

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

テレビ岩手　２０１８年　1月期　基本番組表
テレビ岩手編成部

月 火 水 木 金 土 日



教育

55 その他 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 教育 00 娯楽 教養 00 娯楽 教養 教育 00 娯楽 教養 00 娯楽 教養 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 56 娯楽 教養 教育

20

54 その他 54 その他 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 教養 教育 00 娯楽 00 娯楽 教養 教育 00 娯楽 21 00 娯楽 00 娯楽 教養

54 娯楽 54 娯楽 54 教養 54 その他

00 娯楽 00 娯楽 22 00 娯楽 00 娯楽

30 娯楽

54 その他 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 23 00 娯楽

04 その他

10 娯楽 教養 教育

25 娯楽 教養

30 娯楽

40 報道 教養 教育

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

40 娯楽

54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽

55 娯楽 55 報道 教養 教育

25

09 娯楽

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

54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 55 他（通） 55 娯楽

26
08 他（通） 08 他（通） 08 他（通） 08 娯楽 09 娯楽

13 他（通）

23 他（通）

25 他（通） 25 娯楽

38 他（通） 38 他（通） 38 他（通）

43 他（通）

53 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

23 報道 教養 教育 25 報道 教養 教育

28

時

日テレＮＥＷＳ２４

月 火 水 木 金 土 日

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

ＴＨＥ　ＷＡＬＫＩＮＧ　ＤＥＡＤ

ＴＶショッピング ニノさん
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

テレビショッピング

ねだらＸ

ねだらＸ ねだらＸ ねだらＸ ねだらＸ

使いやあらへんで！！

じっくり聞いタロウ
ジャパネットたかた

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

バズリズム０２

採用！フリップＮＥＷＳ
浜ちゃんが！ 内村さまぁ～ずＳＥＣＯＮＤ にけつッ！！ ダウンタウンのガキの ＮＮＮドキュメント　’18

月曜から夜ふかし ウチのガヤがすみません！ ナカイの窓 リピート

運命を変える１０か月

プラチナプラス

Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ
＆　Ｎｅｗｓ

Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ
＆　Ｎｅｗｓ

夢・見る・ピノキオ

American World

もみ消して冬

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

アナザースカイ

ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ

わが家の問題なかったことに

クレヨン劇場

超問クイズ！真実か？ウソか？ 世界一受けたい授業

トドメの接吻

マツコ会議

ナビわんだ！

おしゃれイズム
土曜ドラマ

嵐にしやがれ 行列のできる法律相談所

のん、目覚めると宣伝本部長 やよいＬｉｖｉｎｇ

天気予報 天気予報 天気予報

アール・ブリュットの魅力 わんだ４メーション＋

ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！

ニュースプラス１サンデー

笑点
タイムボカン　逆襲の三悪人

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

ナビわんだ！

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

ニュースプラス１サタデー

満天☆青空レストラン

いわて！わんこ広報室 ここばな ＰＯＷＥＲフレーズ

世界まる見え！テレビ特捜部 火曜サプライズ 笑ってコラえて！ ぐるナイ 沸騰ワード１０ 天才！志村どうぶつ園

交歓大会 ２０１８気仙アワー

ついにＤＡＳＨ島の畑に作物が・・・

２時間ＳＰ
ゴチ１９クセがすごい人ＳＰ

×

しゃべくり００７

合体SP

ナビわんだ！ 薬と健康ワンポイント

ワケあり物件！新春から大捜索ＳＰ

新年ＳＰ

踊る！さんま御殿！！

水曜ドラマ
ダウンタウンＤＸ

ａｎｏｎｅ

ＪＥＷＥＬＲＹ　ＬＩＢＲＡＲＹ ２１ＳＥＩＫＩ　ＮａｖｉＳｔｕ！

人生が変わる1分間の
深イイ話

幸せ！ボンビーガール 今夜くらべてみました 秘密のケンミンＳＨＯＷ

今年の新メンバー２人は誰だ！？ＳＰ

金曜ロードＳＨＯＷ！
いわて！わんこ広報室


