
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 娯楽 教養

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 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 その他 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 教養

50 娯楽 教養

13

50 その他

55 娯楽 報道 教養 教育 55 娯楽

14

30 娯楽 教養

50 その他

55 娯楽 教養

15 00 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

世界！ニッポン行きたい人応援団

開運！なんでも鑑定団

ＴＶショッピング

ＴＶショッピング

番組インフォ

緊急ＳＯＳ池の水ぜんぶ抜く大作戦

突然ですが、帰国しませんか？

ＫＫＴ杯
バンテリンレディスオープン

Ｙｏｕは何しに日本へ？

ＴＶショッピング 番組インフォ 24時間テレビリポート  ふるさとカメラ  ふるさとカメラ

番組インフォ 番組インフォ 番組インフォ 番組インフォ ふるさとカメラ

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

笑点（再）
ＴＶショッピング

５きげんグルメ祭り いわてなび 番組インフォ

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

番組インフォ

誰だって波瀾爆笑

ＴＶショッピング

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！

ガンライザーTV

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　２０１9年　4月期　基本番組表
テレビ岩手編成業務部

月 火 水 木 金 土 日

やすとも中川家
旅はノープラン

番組インフォ

番組インフォ

情報ライブ　ミヤネ屋

エイキョーさん２

開運！なんでも鑑定団

ヒルナンデス！



教育

55 娯楽 55 その他

17 00 報道 教養 教育 00 娯楽 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 54 その他 55 娯楽 教養

00 娯楽 教養 00 娯楽 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

56 娯楽 教養 教育 56 娯楽 教養 教育 56 娯楽 教養 教育

00 娯楽 教養 教育 20

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 その他 54 娯楽 54 娯楽 54 教養 57 娯楽 教養 教育

00 娯楽 教養 教育 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 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 教養 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 55 娯楽 55 報道 教養 教育

25

24 娯楽 24 他（通） 24 娯楽 24 他（通） 25 娯楽

50 他（通）

54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 54 娯楽 55 他（通）

59 娯楽 26
08 他（通） 08 他（通） 08 他（通） 08 その他

13 他（通） 13 他（通）

20 娯楽

25 他（通）

38 他（通） 38 他（通） 38 他（通）

43 他（通） 43 他（通）

50 報道 教養 教育

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 報道 教養 教育

28

時

行列のできる法律相談所３時間ＳＰ

やよいＬｉｖｉｎｇ

日テレＮＥＷＳ２４ 日テレＮＥＷＳ２４

ＴＶショッピング
ニノさん

日テレＮＥＷＳ２４

日テレＮＥＷＳ２４

ＴＶショッピング

日テレＮＥＷＳ２４

ＴＶショッピング

日テレＮＥＷＳ２４

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
ＴＶショッピング

番組インフォ

ＴＶショッピング ＴＶショッピング

日月 火 水 木 金 土

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
ジャパネットたかた
テレビショッピング

ＮＮＮドキュメント　’19

使いやあらへんで！！

バズリズム０２

じっくり聞いタロウ
１×８いこうよ！

ジャパネットたかた いろはに千鳥 ＴＶショッピング

この人に逢わせて喜ばせたい
浜ちゃんが！ 内村さまぁ～ずＳＥＣＯＮＤ 逢喜利 にけつッ！！ ダウンタウンのガキの

月曜から夜ふかし 小峠ハローワーク それって！？実際どうなの課 向かいのバズる家族

俺のスカート、どこ行った？
スタート直前ＳＰ

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

あなたの番です

アナザースカイⅡ マツコ会議

ラグビー２０１９　英雄たちの原点

おしゃれイズム
土曜ドラマ

ｎｅｗｓ　ｚｅｒｏ

Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ
＆　Ｎｅｗｓ

Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ
＆　Ｎｅｗｓ

夢・見る・ピノキオ

世界まる見え！テレビ特捜部

番組インフォ

天気予報

幸せ！ボンビーガール
水曜ドラマ

ダウンタウンＤＸ 俺のスカート、どこ行った？

白衣の戦士！

合体ＳＰ GO!ラグビー Ｊｅｗｅｌｒｙ　Ｄａｙｓ ２１ＳＥＩＫＩ　ＮａｖｉＳｔｕ！ 金曜ロードＳＨＯＷ！
いわて！わんこ広報室

さんまＶＳ怒れる美男美女軍団

１億人の大質問！？

笑ってコラえて！ 超問クイズ！真実か？ウソか？ 世界一受けたい授業

有吉ｾﾞﾐ 超特大さんま御殿！ 衝撃のアノ人に会ってみた！ ＴＨＥ突破ファイル 沸騰ワード１０ 天才！志村どうぶつ園

坂上忍ヒロミ女子アナ
豪華芸能人が満開ＳＰ

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

いわて！わんこ広報室 番組インフォ ここばな ＰＯＷＥＲフレーズ

笑点
ＭＩＸ

ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ．

名探偵コナン

ｎｅｗｓ　ｅｖｅｒｙ.サタデー
上田晋也の日本メダル話

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サンデー

グルージャＲＵＳＨ 番組インフォ

文無しアカデミー

番組インフォ

人生が変わる1分間の
深イイ話

×

番組インフォ

天気予報

SOS!　大突破スペシャル

しゃべくり007 今夜くらべてみました 秘密のケンミンＳＨＯＷ 嵐にしやがれ

American World 招福亭劇場


