
2021年3月1日 2021年3月2日 2021年3月3日 2021年3月4日 2021年3月5日 2021年3月6日 2021年3月7日

月 火 水 木 金 土 日
5 0 0 5

0 0

15 15

30 30

45 45

0 あいラブせんりゅう あいラブせんりゅう 0

30 ディズニータイム ディズニータイム 30

0 音声ＦＭいるか 音声ＦＭいるか 音声ＦＭいるか 音声ＦＭいるか 音声ＦＭいるか おじゃマップ おじゃマップ 0

30 釣りバカZ 釣りバカZ 30

9 QVCショッピング テレビショッピング・ぶらり・はこだてごはん テレビショッピング・山さんぽ・はこだてごはん QVCショッピング QVCショッピング QVCショッピング QVCショッピング 9

0 函館おでかけ情報 函館市議会定例会 函館市議会定例会 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 0

ニコテレガイド 本会議 本会議 ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド

15 はこだてごはん ＃41 生中継 生中継 はこだてごはん ＃41 はこだてごはん ＃41 はこだてごはん ＃41 はこだてごはん ＃41 15

どこカニたま どこカニたま どこカニたま どこカニたま どこカニたま

30 ぶらりゆらり 代表質問 代表質問、提案説明等 ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり 30

#5 北斗市「せせらぎ温泉」 質疑等 #5 北斗市「せせらぎ温泉」 #5 北斗市「せせらぎ温泉」 #5 北斗市「せせらぎ温泉」 #5 北斗市「せせらぎ温泉」

45 山さんぽ ９：55～1７：００ ９：55～1３：００ 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ 45

空から見つけた花の正体は？ 空から見つけた花の正体は？ 空から見つけた花の正体は？ 空から見つけた花の正体は？ 空から見つけた花の正体は？

0 0

15 NCV前の通りに NCV前の通りに NCV前の通りに NCV前の通りに NCV前の通りに 15

おじゃマップ！ おじゃマップ！ おじゃマップ！ おじゃマップ！ おじゃマップ！

30 30

45 出動！ニシン調査隊 出動！ニシン調査隊 出動！ニシン調査隊 出動！ニシン調査隊 出動！ニシン調査隊 45

2021 2021 2021 2021 2021

0 0

3.11 東日本大震災 3.11 東日本大震災 

15 特別番組 特別番組 15

箱館志海苔出土銭と 箱館志海苔出土銭と 箱館志海苔出土銭と ～震災から10年 被災 ～震災から10年 被災

30 中世貨幣史研究 中世貨幣史研究 中世貨幣史研究 ケーブルテレビ局が伝える～ ケーブルテレビ局が伝える～ 30

今、奏でるメッセージ 今、奏でるメッセージ

45 45

0 けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん 0

彩・JAPAN 岡山県 彩・JAPAN 岡山県

15 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 倉敷甦らせる 倉敷甦らせる 15

音彩風景 箱館志海苔出土銭と 音彩風景 音彩風景 被災地の写真洗浄 被災地の写真洗浄 

30 中世貨幣史研究 30
野外クラシックコンサート

45 「Tokyo Music アウルハウス おしゃれに 45
 Evening Yube」 ナンシー・クランシー

0 0

15 函館おでかけ情報 15

音彩風景

30 30

45 45

0 ケーブルテレビ熱血教室 ケーブルテレビ熱血教室 ケーブルテレビ熱血教室 ケーブルテレビ熱血教室 ケーブルテレビ熱血教室 0

中学１年生数学 中学１年生数学 中学１年生数学 中学１年生数学 中学１年生数学

15 #31 図形の移動 #33 立体 #35 多面体② #37 円とおうぎ形 #39 資料の整理 15
#32 空間の図形 #34 多面体 #36 投影図 #38 立体の体積・表面積 #40 中1のまとめ

30 ケーブルテレビ熱血教室 ケーブルテレビ熱血教室 ケーブルテレビ熱血教室 ケーブルテレビ熱血教室 ケーブルテレビ熱血教室 30

中学２年生数学 中学２年生数学 中学２年生数学 中学２年生数学 中学２年生数学

45 #31 三角形の合同の利用 #33 いろいろな証明 #35 平行四辺形(1) #37 特別な平行四辺形 #39 確率(1) 45
#32 二等辺三角形 #34 直角三角形 #36 平行四辺形(2) #38 面積の等しい三角形 #40 確率(2)

0 ケーブルテレビ熱血教室 ケーブルテレビ熱血教室 ケーブルテレビ熱血教室 ケーブルテレビ熱血教室 ケーブルテレビ熱血教室 ケーブルテレビ熱血教室 ケーブルテレビ熱血教室 0

中学３年生数学 中学３年生数学 中学３年生数学 中学３年生数学 中学３年生数学 中学３年生数学 中学３年生数学

15 #31 平行線と比 #33 中点連結定理 #35 相似と図形の計量 #37 平面図形への応用 #39 円と三平方の定理 #41 方程式と三平方の定理 #43 円と相似 15
#32 平行線と比の利用 #34 中点連結定理を使う証明 #36 三平方の定理 #38 特別な直角三角形 #40 立体図形への応用 #42 円周角 #44 円と接線

30 30

45 ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド 出動！ニシン調査隊 出動！ニシン調査隊 45

はこだて賛歌de体操 音彩風景 はこだて賛歌de体操 音彩風景 はこだて賛歌de体操 2021 2021

8

10

おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ

テレビショッピング テレビショッピング テレビショッピング

あいラブ
せんりゅう

11

10

11

8

釣りバカZ 釣りバカZ

風景カメラ

交差点カメラ

風景カメラ

交差点カメラ

テレビショッピング テレビショッピング

NCVチャンネル（リモコン１１番）週間番組表　３月１日週(5時-18時)

6 6

77

寄席チャンネル

交差点カメラ 交差点カメラ

寄席チャンネル 寄席チャンネル 寄席チャンネル 寄席チャンネル寄席チャンネル

交差点カメラ 交差点カメラ 交差点カメラ

寄席チャンネル

けーぶるにっぽん
テレビショッピング 令和３年第１回

12

箱館を映る
テレビショッピング

けーぶるにっぽん
テレビショッピング

箱館を映る
テレビショッピング

けーぶるにっぽん
テレビショッピング令和３年第１回

15

おじゃマップ おじゃマップ

風景カメラ

交差点カメラ

釣りバカZ 釣りバカZ 釣りバカZ

ディズニータイム ディズニータイム

17

1616

12

14

15

交差点カメラ 交差点カメラ 交差点カメラ 交差点カメラ

函館学アワー函館学アワー

14

13

17

あいラブ

13

函館学アワー

釣りバカZ 釣りバカZ交差点カメラ

交差点カメラ 交差点カメラ

風景カメラ 風景カメラ

函館学アワー

テレビショッピング

あいラブ
せんりゅう

風景カメラ

交差点カメラ

せんりゅう



2020年3月1日 2020年3月2日 2020年3月3日 2020年3月4日 2020年3月5日 2020年3月6日 2020年3月7日

月 火 水 木 金 土 日
0 げんきっずスペシャル げんきっずスペシャル げんきっずスペシャル げんきっずスペシャル げんきっずスペシャル げんきっずスペシャル げんきっずスペシャル 0

おおきくなったら おおきくなったら おおきくなったら おおきくなったら おおきくなったら おおきくなったら おおきくなったら

15 グループＡ グループＡ グループＡ グループＡ グループＡ グループＡ グループＡ 15

18：00～ 18：00～ 18：00～ 18：00～ 18：00～ 18：00～ 18：00～

30 グループＢ グループＢ グループＢ グループＢ グループＢ グループＢ グループＢ 30

18：15～ 18：15～ 18：15～ 18：15～ 18：15～ 18：15～ 18：15～

45 グループＣ グループＣ グループＣ グループＣ グループＣ グループＣ グループＣ 45

18：30～ 18：30～ 18：30～ 18：30～ 18：30～ 18：30～ 18：30～

0 グループＤ グループＤ グループＤ グループＤ グループＤ グループＤ グループＤ 0

18：45～ 18：45～ 18：45～ 18：45～ 18：45～ 18：45～ 18：45～

15 15

グループＥ グループＥ グループＥ グループＥ グループＥ グループＥ グループＥ

30 19：00～ 19：00～ 19：00～ 19：00～ 19：00～ 19：00～ 19：00～ 30

グループＦ グループＦ グループＦ グループＦ グループＦ グループＦ グループＦ

45 19：20～ 19：20～ 19：20～ 19：20～ 19：20～ 19：20～ 19：20～ 45

グループＧ グループＧ グループＧ グループＧ グループＧ グループＧ グループＧ

0 19：40～ 19：40～ 19：40～ 19：40～ 19：40～ 19：40～ 19：40～ 0

15 グループＨ グループＨ グループＨ グループＨ グループＨ グループＨ グループＨ 15

20：00～ 20：00～ 20：00～ 20：00～ 20：00～ 20：00～ 20：00～

30 グループＩ グループＩ グループＩ グループＩ グループＩ グループＩ グループＩ 30

20：20～ 20：20～ 20：20～ 20：20～ 20：20～ 20：20～ 20：20～

45 グループＪ グループＪ グループＪ グループＪ グループＪ グループＪ グループＪ 45

20：40～ 20：40～ 20：40～ 20：40～ 20：40～ 20：40～ 20：40～

0 0

グループＫ グループＫ グループＫ グループＫ グループＫ グループＫ グループＫ

15 21：00～ 21：00～ 21：00～ 21：00～ 21：00～ 21：00～ 21：00～ 15

グループＬ グループＬ グループＬ グループＬ グループＬ グループＬ グループＬ

30 21：30～ 21：30～ 21：30～ 21：30～ 21：30～ 21：30～ 21：30～ 30

45 45

グループＭ グループＭ グループＭ グループＭ グループＭ グループＭ グループＭ

0 22：00～ 22：00～ 22：00～ 22：00～ 22：00～ 22：00～ 22：00～ 0

15 はこだてごはん ＃41 はこだてごはん ＃41 はこだてごはん ＃41 はこだてごはん ＃41 はこだてごはん ＃41 【お試し放送】 【お試し放送】 15

音彩風景 はこだて賛歌de体操 音彩風景 はこだて賛歌de体操 音彩風景 恋する星の王子様 恋する星の王子様 

30 第１話  第１話  30
野外クラシックコンサート かながわらく楽 女性チャンネル♪LaLa TV 女性チャンネル♪LaLa TV

45 「Tokyo Music ウォーキング 45
 Evening Yube」 音彩風景 音彩風景

0 0

15 NCV前の通りに NCV前の通りに NCV前の通りに NCV前の通りに NCV前の通りに NCV前の通りに NCV前の通りに 15

おじゃマップ！ おじゃマップ！ おじゃマップ！ おじゃマップ！ おじゃマップ！ おじゃマップ！ おじゃマップ！

30 30

45 出動！ニシン調査隊 出動！ニシン調査隊 出動！ニシン調査隊 出動！ニシン調査隊 出動！ニシン調査隊 出動！ニシン調査隊 出動！ニシン調査隊 45

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

0 けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん 0

彩・JAPAN 岡山県 彩・JAPAN 岡山県 彩・JAPAN 岡山県 彩・JAPAN 岡山県

15 倉敷甦らせる 昭和初期東京～ 倉敷甦らせる 昭和初期東京～ 倉敷甦らせる 昭和初期東京～ 倉敷甦らせる 15

被災地の写真洗浄 日本博覧会 被災地の写真洗浄 日本博覧会 被災地の写真洗浄 日本博覧会 被災地の写真洗浄 

30 爆旅道中記 #11 爆旅道中記 #11 30

「天草初クラフトビール＆ 神保町昭和 「天草初クラフトビール＆ SAPPORO SAPPORO
45 お酒に合うテイクアウト料理の旅」  歌謡倶楽部 お酒に合うテイクアウト料理の旅」  NAMARA TV NAMARA TV 45

【後編】 【後編】 

0 0

15 QVC QVC QVC QVC QVC QVC QVC 15

ショッピング ショッピング ショッピング ショッピング ショッピング ショッピング ショッピング
30 朝5時まで 朝5時まで 朝5時まで 朝5時まで 朝5時まで 朝5時まで 朝5時まで 30

45 45

20

NCVチャンネル（リモコン１１番）週間番組表　３月１日週(18時-深夜)

19

18

19

18

25

23

21

22

24 24

23

箱館を映る 箱館を映る

21

22

箱館を映る

おじゃマップ

釣りバカZ 釣りバカZ 釣りバカZ 釣りバカZ 釣りバカZ 釣りバカZ 釣りバカZ

おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ

ポップタイム

25

20

とかち青空放送局横浜ミストリー

オキタマ
ソラシド♪

オキタマ
ソラシド♪

おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ



2021年3月8日 2021年3月9日 2021年3月10日 2021年3月11日 2021年3月12日 2021年3月13日 2021年3月14日

月 火 水 木 金 土 日
5 0 0 5

0 0

15 15

30 30

45 45

0 あいラブせんりゅう あいラブせんりゅう 0

30 ディズニータイム ディズニータイム 30

0 音声ＦＭいるか 音声ＦＭいるか 音声ＦＭいるか 音声ＦＭいるか 音声ＦＭいるか おじゃマップ おじゃマップ 0

30 釣りバカZリターンズ 釣りバカZリターンズ 30

9 QVCショッピング QVCショッピング QVCショッピング QVCショッピング QVCショッピング QVCショッピング QVCショッピング 9

0 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 0

ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド

15 はこだてごはん ＃41 はこだてごはん ＃41 はこだてごはん ＃41 はこだてごはん ＃41 はこだてごはん ＃41 はこだてごはん ＃41 はこだてごはん ＃41 15

どこカニたま どこカニたま どこカニたま どこカニたま どこカニたま どこカニたま どこカニたま

30 ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり 30

#6 森町「ちゃっぷ林館」 #6 森町「ちゃっぷ林館」 #6 森町「ちゃっぷ林館」 #6 森町「ちゃっぷ林館」 #6 森町「ちゃっぷ林館」 #6 森町「ちゃっぷ林館」 #6 森町「ちゃっぷ林館」

45 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ 45

霧の中で咲くのはだれ？ 霧の中で咲くのはだれ？ 霧の中で咲くのはだれ？ 霧の中で咲くのはだれ？ 霧の中で咲くのはだれ？ 霧の中で咲くのはだれ？ 霧の中で咲くのはだれ？

0 0

15 NCV前の通りに NCV前の通りに NCV前の通りに NCV前の通りに 森町まで 森町まで 森町まで 15

おじゃマップ！ おじゃマップ！ おじゃマップ！ おじゃマップ！ テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ

30 30

45 手作り仕掛けで 手作り仕掛けで 手作り仕掛けで 手作り仕掛けで 手作り仕掛けで 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 45

遊ぼう！ 遊ぼう！ 遊ぼう！ 遊ぼう！ 遊ぼう！ 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに

0 ききょう幼稚園 ききょう幼稚園 0

フラダンス＆ フラダンス＆
15 キッドビクス キッドビクス 15

涌元古銭と 涌元古銭と 涌元古銭と 涌元古銭と 涌元古銭と 発表会 発表会

30 新発見のベトナム銭 新発見のベトナム銭 新発見のベトナム銭 新発見のベトナム銭 新発見のベトナム銭 30

「開泰元寶」 「開泰元寶」 「開泰元寶」 「開泰元寶」 「開泰元寶」

45 45

0 けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん 0

彩・JAPAN 奈良県 彩・JAPAN 奈良県

15 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 奈良を彩る伝統の色 奈良を彩る伝統の色 15

ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド 「瑠璃色」 「瑠璃色」

30 30
野外クラシックコンサート 野外クラシックコンサート

45 「Tokyo Music 「Tokyo Music アウルハウス おしゃれに 45
 Evening Yube」  Evening Yube」 ナンシー・クランシー

0 0

15 15

30 30

45 45

0 0

函館大谷短期大学 3.11 東日本大震災 函館大谷短期大学 3.11 東日本大震災 函館大谷短期大学 函館大谷短期大学

15 光る影絵サークル 特別番組 光る影絵サークル 特別番組 アウルハウス 光る影絵サークル 光る影絵サークル 15

～震災から10年 被災 ～震災から10年 被災

30 NCV特別公演 ケーブルテレビ局が伝える～ NCV特別公演 ケーブルテレビ局が伝える～ NCV特別公演 NCV特別公演 30

５５分 今、奏でるメッセージ ５５分 今、奏でるメッセージ ５５分 ５５分

45 おしゃれに 45

音彩風景 音彩風景 ナンシー・クランシー はこだて賛歌de体操 音彩風景

0 0

ミュージック

15 手作り仕掛けで 手作り仕掛けで 手作り仕掛けで 手作り仕掛けで ジャパンTV 手作り仕掛けで 手作り仕掛けで 15

遊ぼう！ 遊ぼう！ 遊ぼう！ 遊ぼう！ 遊ぼう！ 遊ぼう！

30 ☆ゴジや！ ウルトラマン80 ウルトラマン80 30

まいどおおきに HDリマスター版 HDリマスター版

45 ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド リクエスト ＃１ウルトラマン先生 ＃１ウルトラマン先生 45

はこだて賛歌de体操 音彩風景 はこだて賛歌de体操 音彩風景

おじゃマップ

釣りバカZリターンズ

函館学アワー

おじゃマップ

釣りバカZリターンズ

函館学アワー

あいラブ
せんりゅう

風景カメラ

釣りバカZリターンズ 釣りバカZリターンズ 釣りバカZリターンズ 釣りバカZリターンズ

あいラブ

13

函館学アワー

交差点カメラ

交差点カメラ 交差点カメラ

釣りバカZリターンズ 釣りバカZリターンズ

風景カメラ

交差点カメラ

テレビショッピング

風景カメラ

交差点カメラ

テレビショッピング

ディズニータイム

ディズニータイム

風景カメラ

風景カメラ

交差点カメラ

ディズニータイム ディズニータイム

17

1616

12

14

15

交差点カメラ 交差点カメラ 交差点カメラ

せんりゅう

函館学アワー函館学アワー

14

13

17

けーぶるにっぽん
テレビショッピング

けーぶるにっぽん
テレビショッピング

12

箱館を映る
テレビショッピング

けーぶるにっぽん
テレビショッピング

箱館を映る
テレビショッピング

けーぶるにっぽん
テレビショッピング

箱館を映る
テレビショッピング

15

おじゃマップ おじゃマップ

風景カメラ

交差点カメラ

釣りバカZリターンズ 釣りバカZリターンズ 釣りバカZリターンズ

風景カメラ

交差点カメラ

NCVチャンネル（リモコン１１番）週間番組表　３月８日週(5時-18時)

6 6

77

寄席チャンネル

交差点カメラ 交差点カメラ

寄席チャンネル 寄席チャンネル 寄席チャンネル 寄席チャンネル寄席チャンネル

交差点カメラ 交差点カメラ 交差点カメラ

寄席チャンネル

8

10

おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ

テレビショッピング テレビショッピング テレビショッピング

あいラブ
せんりゅう

11

10

11

8

函館図鑑 函館図鑑

風景カメラ

交差点カメラ

風景カメラ

交差点カメラ

テレビショッピング テレビショッピング



2020年3月8日 2020年3月9日 2020年3月10日 2020年3月11日 2020年3月12日 2020年3月13日 2020年3月14日

月 火 水 木 金 土 日
0 ききょう幼稚園 ききょう幼稚園 0

野外クラシックコンサート ミュージック フラダンス＆ フラダンス＆

15 「Tokyo Music ジャパンTV キッドビクス キッドビクス 15
 Evening Yube」 発表会 発表会

30 はこだてごはん ＃41 はこだてごはん ＃41 はこだてごはん ＃41 はこだてごはん ＃41 ☆ゴジや！ はこだてごはん ＃41 はこだてごはん ＃41 30

どこカニたま どこカニたま どこカニたま どこカニたま まいどおおきに どこカニたま どこカニたま

45 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 リクエスト 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 45

ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド

0 0

15 NCV前の通りに NCV前の通りに NCV前の通りに NCV前の通りに 森町まで 森町まで 森町まで 15

おじゃマップ！ おじゃマップ！ おじゃマップ！ おじゃマップ！ テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ

30 けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん 30

彩・JAPAN 岡山県 彩・JAPAN 岡山県

45 昭和初期東京～ 倉敷甦らせる 昭和初期東京～ 倉敷甦らせる 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 45

日本博覧会 被災地の写真洗浄 日本博覧会 被災地の写真洗浄 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに

0 0

高校卒業式 高校卒業式 高校卒業式 高校卒業式 高校卒業式 高校卒業式 高校卒業式
15 スペシャル スペシャル スペシャル スペシャル スペシャル スペシャル スペシャル 15

30 市立函館高校 函館中部高校 函館商業高校 函館稜北高校 函館西高校 大野農業高校 函館大学付属有斗高校 30

6０分 6０分 6０分 ４５分 ４５分 ４５分 ４５分

45 はこだてごはん ＃41 はこだてごはん ＃41 はこだてごはん ＃41 はこだてごはん ＃41 45

はこだて賛歌de体操 音彩風景 はこだて賛歌de体操 音彩風景

0 げんきっずスペシャル げんきっずスペシャル げんきっずスペシャル げんきっずスペシャル げんきっずスペシャル けーぶるにっぽん 0

おおきくなったら おおきくなったら おおきくなったら おおきくなったら グループM 彩・JAPAN 奈良県 高校卒業式
15 ブレイン博士の脳トレ 奈良を彩る伝統の色 スペシャル 15

グループＡ グループE グループH グループK はこだて賛歌de体操 「瑠璃色」 函館白百合学園

30 グループＢ グループF グループI グループL 中学高等学校 30

グループC グループG グループJ 野外クラシックコンサート 神保町昭和 ４５分

45 グループD 「Tokyo Music 歌謡倶楽部 45
 Evening Yube」

0 0

ミュージック 【お試し放送】 ミュージック 【お試し放送】 ミュージック 【お試し放送】 【お試し放送】
15 ジャパンTV ヒストリーチャンネル ジャパンTV ヒストリーチャンネル ジャパンTV ゾーイの ゾーイの 15

「仰天！奇跡の古代技術 「仰天！奇跡の古代技術 超イケてる 超イケてる

30 ☆乃木坂46 ＃３ 究極の兵器」 ☆Jun. K (From 2PM) ＃３ 究極の兵器」 ☆アニメ大好き！ プレイリスト プレイリスト 30

スペシャル ☆ゴスペラーズ スペシャル 濃厚アニソン 第１話 第１話

45 ニコテレガイド ニコテレガイド カウントダウン スーパー！ドラマTV スーパー！ドラマTV 45

音彩風景 音彩風景

0 0

15 NCV前の通りに NCV前の通りに NCV前の通りに NCV前の通りに 森町まで 森町まで 森町まで 15

おじゃマップ！ おじゃマップ！ おじゃマップ！ おじゃマップ！ テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ

30 30

45 手作り仕掛けで 手作り仕掛けで 手作り仕掛けで 手作り仕掛けで 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 45

遊ぼう！ 遊ぼう！ 遊ぼう！ 遊ぼう！ 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに

0 けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん 0

彩・JAPAN 岡山県 彩・JAPAN 岡山県 彩・JAPAN 岡山県

15 倉敷甦らせる 昭和初期東京～ 倉敷甦らせる 昭和初期東京～ 倉敷甦らせる 手作り仕掛けで 手作り仕掛けで 15

被災地の写真洗浄 日本博覧会 被災地の写真洗浄 日本博覧会 被災地の写真洗浄 遊ぼう！ 遊ぼう！

30 爆旅道中記 #11 爆旅道中記 #11 30

「天草初クラフトビール＆ 神保町昭和 「天草初クラフトビール＆ SAPPORO SAPPORO
45 お酒に合うテイクアウト料理の旅」  歌謡倶楽部 お酒に合うテイクアウト料理の旅」  NAMARA TV NAMARA TV 45

【後編】 【後編】 

0 0

15 QVC QVC QVC QVC QVC QVC QVC 15

ショッピング ショッピング ショッピング ショッピング ショッピング ショッピング ショッピング
30 朝5時まで 朝5時まで 朝5時まで 朝5時まで 朝5時まで 朝5時まで 朝5時まで 30

45 45

釣りバカZリターンズ

箱館を映る 箱館を映る

おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ

25

20

ソラシド♪
オキタマ

ソラシド♪

おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ

ポップタイム とかち青空放送局横浜ミストリー

25

23

21

22

24 24

23

箱館を映る 釣りバカZリターンズ

21

22

箱館を映る

おじゃマップ

釣りバカZリターンズ 釣りバカZリターンズ 釣りバカZリターンズ 釣りバカZリターンズ 函館図鑑 函館図鑑 函館図鑑

おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ

オキタマ

19

18

函館図鑑 函館図鑑

20

NCVチャンネル（リモコン１１番）週間番組表　３月８日週(18時-深夜)

函館図鑑

19

18



2021年3月15日 2021年3月16日 2021年3月17日 2021年3月18日 2021年3月19日 2021年3月20日 2021年3月21日

月 火 水 木 金 土 日
5 0 0 5

0 0

15 15

30 30

45 45

0 あいラブせんりゅう あいラブせんりゅう 0

30 ディズニータイム ディズニータイム 30

0 音声ＦＭいるか 音声ＦＭいるか 音声ＦＭいるか 音声ＦＭいるか 音声ＦＭいるか おじゃマップ おじゃマップ 0

30 釣りバカZリターンズ 釣りバカZ 30

9 QVCショッピング テレビショッピング・ぶらり・はこだてごはん テレビショッピング・山さんぽ・はこだてごはん QVCショッピング QVCショッピング QVCショッピング QVCショッピング 9

0 函館おでかけ情報 函館市議会定例会 函館市議会定例会 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 0

ニコテレガイド 本会議 本会議 ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド

15 はこだてごはん ＃42 生中継 生中継 はこだてごはん ＃41 はこだてごはん ＃41 はこだてごはん ＃42 はこだてごはん ＃42 15

酢っと豚 どこカニたま どこカニたま 酢っと豚 酢っと豚

30 ぶらりゆらり 個人質問 個人質問、議案採決等 ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり 30

#7 南かやべ保養センター #7 南かやべ保養センター #7 南かやべ保養センター #7 南かやべ保養センター #7 南かやべ保養センター

45 山さんぽ ９：55～1７：００ ９：55～1７：００ 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ 45

公園で気楽に夏の花探し 公園で気楽に夏の花探し 公園で気楽に夏の花探し 公園で気楽に夏の花探し 公園で気楽に夏の花探し

0 0

15 森町まで 森町まで 森町まで 森町まで 森町まで 15
テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ

30 30

45 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 45

函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに

0 0

函館市議会定例会
15 本会議 15

生中継 函館要塞について 函館要塞について 函館要塞について 函館要塞について

30 30

委員会審査報告

45 議案採決等 45

0 0

15 昭和初期東京～ 15

日本博覧会

30 30

青森の街ぶら

45 「いっくん散歩」 アウルハウス おしゃれに 45
ナンシー・クランシー

0 0

15 15

30 30

45 45

0 0

函館大谷短期大学 函館大谷短期大学 函館大谷短期大学 函館大谷短期大学

15 光る影絵サークル 光る影絵サークル アウルハウス 光る影絵サークル 光る影絵サークル 15

30 NCV特別公演 NCV特別公演 NCV特別公演 NCV特別公演 30

５５分 ５５分 ５５分 ５５分

45 おしゃれに 45

音彩風景 はこだて賛歌de体操 ナンシー・クランシー はこだて賛歌de体操 音彩風景

0 0

ミュージック

15 サクラで一献 サクラで一献 サクラで一献 サクラで一献 ジャパンTV 縄文リベンジ 縄文リベンジ 15

30 ☆ゴジや！ ウルトラマン80 ウルトラマン80 30

まいどおおきに HDリマスター版 HDリマスター版

45 ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド リクエスト ＃１ウルトラマン先生 ＃１ウルトラマン先生 45

はこだて賛歌de体操 音彩風景 はこだて賛歌de体操 音彩風景

釣りバカZリターンズ 釣りバカZリターンズ 釣りバカZリターンズ 釣りバカZリターンズ 釣りバカZ 釣りバカZ

17

あいラブ

13

交差点カメラ

ディズニータイム ディズニータイム

17

1616

交差点カメラ 交差点カメラ 交差点カメラ

令和３年第１回

箱館を映る

函館学アワー 函館学アワー

14

函館学アワー

10

おじゃマップ

テレビショッピング

せんりゅう

11

10

11

14

12

おじゃマップ おじゃマップ

函館図鑑 函館図鑑

函館学アワー

あいラブ
せんりゅう

風景カメラ 風景カメラ

交差点カメラ 交差点カメラ

テレビショッピング テレビショッピング

NCVチャンネル（リモコン１１番）週間番組表　３月１５日週(5時-18時)

6 6

77

寄席チャンネル

交差点カメラ 交差点カメラ

寄席チャンネル 寄席チャンネル 寄席チャンネル 寄席チャンネル寄席チャンネル

交差点カメラ 交差点カメラ 交差点カメラ

寄席チャンネル

8

函館図鑑 函館図鑑

風景カメラ

交差点カメラ

風景カメラ

交差点カメラ

テレビショッピング テレビショッピング

12

けーぶるにっぽん
テレビショッピング

箱館を映る
テレビショッピング

けーぶるにっぽん
テレビショッピング

箱館を映る
テレビショッピング

けーぶるにっぽん
テレビショッピング

おじゃマップ おじゃマップ

風景カメラ

交差点カメラ
15

13

令和３年第１回令和３年第１回

8

15

交差点カメラ

ディズニータイム

ディズニータイム



2020年3月15日 2020年3月16日 2020年3月17日 2020年3月18日 2020年3月19日 2020年3月20日 2020年3月21日

月 火 水 木 金 土 日
0 0

青森の街ぶら ミュージック

15 「いっくん散歩」 ジャパンTV 15

30 はこだてごはん ＃42 はこだてごはん ＃42 はこだてごはん ＃42 はこだてごはん ＃42 ☆ゴジや！ はこだてごはん ＃42 はこだてごはん ＃42 30

酢っと豚 酢っと豚 酢っと豚 酢っと豚 まいどおおきに 酢っと豚 酢っと豚

45 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 リクエスト 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 45

ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド

0 0

15 森町まで 森町まで 森町まで 森町まで 森町まで 森町まで 森町まで 15
テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ

30 30

45 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 45

函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに

0 0

高校卒業式 高校卒業式 高校卒業式 高校卒業式 高校卒業式 高校卒業式 高校卒業式
15 スペシャル スペシャル スペシャル スペシャル スペシャル スペシャル スペシャル 15

30 市立函館高校 函館中部高校 函館商業高校 函館稜北高校 函館西高校 大野農業高校 函館大学付属有斗高校 30

6０分 6０分 6０分 ４５分 ４５分 ４５分 ４５分

45 はこだてごはん ＃41 はこだてごはん ＃41 はこだてごはん ＃41 はこだてごはん ＃41 45

はこだて賛歌de体操 音彩風景 はこだて賛歌de体操 音彩風景

0 ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり 0

#7 南かやべ保養センター #7 南かやべ保養センター #7 南かやべ保養センター #7 南かやべ保養センター #7 南かやべ保養センター #7 南かやべ保養センター 高校卒業式
15 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ スペシャル 15

公園で気楽に夏の花探し 公園で気楽に夏の花探し 公園で気楽に夏の花探し 公園で気楽に夏の花探し 公園で気楽に夏の花探し 公園で気楽に夏の花探し 函館白百合学園

30 中学高等学校 30

４５分

45 サクラで一献 サクラで一献 サクラで一献 サクラで一献 サクラで一献 縄文リベンジ 45

0 ききょう幼稚園 ききょう幼稚園 けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん 0

ミュージック フラダンス＆ ミュージック フラダンス＆ ミュージック 彩・JAPAN 奈良県 彩・JAPAN 奈良県

15 ジャパンTV キッドビクス ジャパンTV キッドビクス ジャパンTV 奈良を彩る伝統の色 奈良を彩る伝統の色 15

発表会 発表会 「瑠璃色」 「瑠璃色」

30 ☆SKY-HI ☆[Alexandros] ☆ラブラブ K-POP 30

スペシャル 青森の街ぶら スペシャル 青森の街ぶら 神保町昭和 神保町昭和
45 「いっくん散歩」 「いっくん散歩」 歌謡倶楽部 歌謡倶楽部 45

0 0

15 森町まで 森町まで 森町まで 森町まで 森町まで 森町まで 森町まで 15
テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ

30 NCVアーカイブス NCVアーカイブス 30

火の龍が舞った 火の龍が舞った 

45 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 函館大火から７０年目 函館大火から７０年目 45

函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに

0 けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん 0

彩・JAPAN 奈良県 彩・JAPAN 奈良県 彩・JAPAN 奈良県

15 奈良を彩る伝統の色 昭和初期東京～ 奈良を彩る伝統の色 昭和初期東京～ 奈良を彩る伝統の色 縄文リベンジ 縄文リベンジ 15

「瑠璃色」 日本博覧会 「瑠璃色」 日本博覧会 「瑠璃色」

30 爆旅道中記 #12 爆旅道中記 #12 30

「お家でできる 神保町昭和 「お家でできる SAPPORO SAPPORO
45

キャンプ飯を作る
旅」 歌謡倶楽部 キャンプ飯を作る

旅」
NAMARA TV NAMARA TV 45

【前編】 【前編】 

0 0

15 QVC QVC QVC QVC QVC QVC QVC 15

ショッピング ショッピング ショッピング ショッピング ショッピング ショッピング ショッピング
30 朝5時まで 朝5時まで 朝5時まで 朝5時まで 朝5時まで 朝5時まで 朝5時まで 30

45 45

25 25

23

21

22

24 24

23

箱館を映る 釣りバカZ

21

22

箱館を映る

おじゃマップ

函館図鑑 函館図鑑 函館図鑑

釣りバカZリターンズ 釣りバカZリターンズ 釣りバカZリターンズ 釣りバカZ

釣りバカZ

おじゃマップ おじゃマップ

20

横浜ミストリー
せんりゅう
あいラブ

ポップタイム とかち青空放送局
あいラブ

函館図鑑 函館図鑑函館図鑑 函館図鑑函館図鑑 函館図鑑

せんりゅう

19

おじゃマップ おじゃマップ

18

19

18

NCVチャンネル（リモコン１１番）週間番組表　３月１５日週(18時-深夜)

オキタマ
ソラシド♪

オキタマ
ソラシド♪

おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ

函館図鑑

函館図鑑 函館図鑑

おじゃマップ

おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ

20

釣りバカZリターンズ 釣りバカZリターンズ



2021年3月22日 2021年3月23日 2021年3月24日 2021年3月25日 2021年3月26日 2021年3月27日 2021年3月28日

月 火 水 木 金 土 日
5 0 0 5

0 0

15 15

30 30

45 45

0 あいラブせんりゅう あいラブせんりゅう 0

30 ディズニータイム ディズニータイム 30

0 音声ＦＭいるか 音声ＦＭいるか 音声ＦＭいるか 音声ＦＭいるか 音声ＦＭいるか おじゃマップ おじゃマップ 0

30 釣りバカZ 釣りバカZ 30

9 QVCショッピング QVCショッピング QVCショッピング QVCショッピング QVCショッピング QVCショッピング QVCショッピング 9

0 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 0

ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド

15 はこだてごはん ＃42 はこだてごはん ＃42 はこだてごはん ＃42 はこだてごはん ＃42 はこだてごはん ＃42 はこだてごはん ＃42 はこだてごはん ＃42 15

酢っと豚 酢っと豚 酢っと豚 酢っと豚 酢っと豚 酢っと豚 酢っと豚

30 ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり 30

#8 七飯町 アップル温泉 #8 七飯町 アップル温泉 #8 七飯町 アップル温泉 #8 七飯町 アップル温泉 #8 七飯町 アップル温泉 #8 七飯町 アップル温泉 #8 七飯町 アップル温泉

45 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ 45

夏の函館山 夏の函館山 夏の函館山 夏の函館山 夏の函館山 夏の函館山 夏の函館山

0 0

15 森町まで 森町まで 森町まで 森町まで 森町まで パン・スイーツまつり パン・スイーツまつり 15
テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ

30 30

中学校卒業式 中学校卒業式
45 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 スペシャル スペシャル 45

函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに

0 函館市立桔梗中学校 函館市立桔梗中学校 0
6０分 6０分

15 15

意外と知らない 意外と知らない 意外と知らない 意外と知らない 意外と知らない

30 木のはなし 木のはなし 木のはなし 木のはなし 木のはなし 30

中学校卒業式 中学校卒業式
45 スペシャル スペシャル 45

0 函館市立巴中学校 函館市立巴中学校 0

6０分 6０分

15 15

函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報

30 30

青森の街ぶら 青森の街ぶら 中学校卒業式 中学校卒業式
45 「いっくん散歩」 「いっくん散歩」 スペシャル スペシャル 45

0 北斗市立上磯中学校 北斗市立上磯中学校 0

6０分 6０分

15 15

30 中学校卒業式スペシャル 中学校卒業式スペシャル 30
函館市立銭亀沢中学校 函館市立銭亀沢中学校

45 ブレイン博士の脳トレ ブレイン博士の脳トレ 45

はこだて賛歌de体操 はこだて賛歌de体操

0 けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん 0

彩・JAPAN 奈良県 彩・JAPAN 奈良県 彩・JAPAN 奈良県 小学校卒業式 小学校卒業式
15 奈良を彩る伝統の色 昭和初期東京～ 奈良を彩る伝統の色 昭和初期東京～ 奈良を彩る伝統の色 スペシャル スペシャル 15

「瑠璃色」 日本博覧会 「瑠璃色」 日本博覧会 「瑠璃色」 函館市立青柳小学校 函館市立青柳小学校

30 函館市立東山小学校 函館市立東山小学校 30
函館市立戸井西小学校 函館市立戸井西小学校

45 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 6０分 6０分 45

函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに

0 0

ミュージック

15 縄文リベンジ 縄文リベンジ 縄文リベンジ 縄文リベンジ ジャパンTV 縄文リベンジ 縄文リベンジ 15

30 ☆ゴジや！ 30

まいどおおきに

45 ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド リクエスト ニコテレガイド ニコテレガイド 45

はこだて賛歌de体操 音彩風景 はこだて賛歌de体操 音彩風景 音彩風景 はこだて賛歌de体操

8

10

おじゃマップ おじゃマップ

テレビショッピング テレビショッピング

11

10

11

12

14

12

けーぶるにっぽん
テレビショッピング

箱館を映る
テレビショッピング

けーぶるにっぽん
テレビショッピング

15

おじゃマップ おじゃマップ

15

函館図鑑 函館図鑑

函館学アワー函館学アワー

14

8

NCVチャンネル（リモコン１１番）週間番組表　３月２２日週(5時-18時)

6 6

77

寄席チャンネル

交差点カメラ 交差点カメラ

寄席チャンネル 寄席チャンネル 寄席チャンネル 寄席チャンネル寄席チャンネル

交差点カメラ 交差点カメラ 交差点カメラ

寄席チャンネル

けーぶるにっぽん
テレビショッピング

箱館を映る
テレビショッピング

13

17

13

交差点カメラ 交差点カメラ交差点カメラ

交差点カメラ 交差点カメラ交差点カメラ

テレビショッピング

風景カメラ

交差点カメラ

テレビショッピング

函館図鑑

17

1616

おじゃマップ

函館図鑑

函館学アワー

おじゃマップ

函館図鑑

函館学アワー

風景カメラ 風景カメラ

釣りバカZ 釣りバカZ 釣りバカZ 釣りバカZ 釣りバカZ

風景カメラ

釣りバカZ

交差点カメラ 交差点カメラ 交差点カメラ

けーぶるにっぽん
テレビショッピング

箱館を映る
テレビショッピング

せんりゅう
あいラブ

おじゃマップ

函館図鑑

函館学アワー

せんりゅう
あいラブ

函館図鑑 函館図鑑 函館図鑑

箱館を映る 箱館を映る

あいラブ
せんりゅう

風景カメラ

交差点カメラ

テレビショッピング

函館図鑑



2020年3月22日 2020年3月23日 2020年3月24日 2020年3月25日 2020年3月26日 2020年3月27日 2020年3月28日

月 火 水 木 金 土 日
0 0

青森の街ぶら ミュージック

15 「いっくん散歩」 ジャパンTV 15

30 はこだてごはん ＃42 はこだてごはん ＃42 はこだてごはん ＃42 はこだてごはん ＃42 ☆ゴジや！ はこだてごはん ＃42 はこだてごはん ＃42 30

酢っと豚 酢っと豚 酢っと豚 酢っと豚 まいどおおきに 酢っと豚 酢っと豚

45 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 リクエスト 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 45

ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド

0 0

15 森町まで 森町まで 森町まで 森町まで パン・スイーツまつり パン・スイーツまつり パン・スイーツまつり 15
テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ

30 30

45 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 45

函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに

0 中学校卒業式スペシャル 0

中学校卒業式 中学校卒業式 中学校卒業式 函館市立銭亀沢中学校 小学校卒業式 函館大谷短期大学 函館大谷短期大学

15 スペシャル スペシャル スペシャル ブレイン博士の脳トレ スペシャル 光る影絵サークル 光る影絵サークル 15

はこだて賛歌de体操 函館市立青柳小学校

30 函館市立桔梗中学校 函館市立巴中学校 北斗市立上磯中学校 函館市立東山小学校 NCV特別公演 NCV特別公演 30

6０分 6０分 6０分 神保町昭和 函館市立戸井西小学校 ５５分 ５５分

45 歌謡倶楽部 6０分 45

はこだて賛歌de体操 音彩風景

0 ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり 0

#8 七飯町 アップル温泉 #8 七飯町 アップル温泉 #8 七飯町 アップル温泉 #8 七飯町 アップル温泉 #8 七飯町 アップル温泉 #8 七飯町 アップル温泉 #8 七飯町 アップル温泉

15 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ 15

夏の函館山 夏の函館山 夏の函館山 夏の函館山 夏の函館山 夏の函館山 夏の函館山

30 30

45 縄文リベンジ 縄文リベンジ 縄文リベンジ 縄文リベンジ 縄文リベンジ 縄文リベンジ 縄文リベンジ 45

0 けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん 0

ミュージック 青森の街ぶら ミュージック 青森の街ぶら ミュージック 彩・JAPAN 三重県 彩・JAPAN 三重県

15 ジャパンTV 「いっくん散歩」 ジャパンTV 「いっくん散歩」 ジャパンTV 鳥羽真珠虹色の 鳥羽真珠虹色の 15

輝きを求めて 輝きを求めて

30 ☆w-inds. スペシャル ☆Let’s ダンス！ ☆アイドル大好き！ 30

☆Jun. K (From 2PM) かながわらく楽 Vol.1 かながわらく楽 ギュギュッとアイドル 神保町昭和 神保町昭和
45 スペシャル ウォーキング ウォーキング 最強ランキング 歌謡倶楽部 歌謡倶楽部 45

0 0

15 森町まで 森町まで 森町まで 森町まで パン・スイーツまつり パン・スイーツまつり パン・スイーツまつり 15
テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ テイクアウトドライブ

30 30

45 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 45

函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに

0 けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん 0

彩・JAPAN 奈良県 彩・JAPAN 奈良県 彩・JAPAN 奈良県

15 奈良を彩る伝統の色 昭和初期東京～ 奈良を彩る伝統の色 昭和初期東京～ 奈良を彩る伝統の色 縄文リベンジ 縄文リベンジ 15

「瑠璃色」 日本博覧会 「瑠璃色」 日本博覧会 「瑠璃色」

30 爆旅道中記 #12 爆旅道中記 #12 NCVアーカイブス NCVアーカイブス 30

「お家でできる 神保町昭和 「お家でできる 火の龍が舞った 火の龍が舞った 

45
キャンプ飯を作る

旅」 歌謡倶楽部 キャンプ飯を作る
旅」

函館大火から７０年目 函館大火から７０年目 45
【前編】 【前編】 

0 0

15 QVC QVC QVC QVC QVC QVC QVC 15

ショッピング ショッピング ショッピング ショッピング ショッピング ショッピング ショッピング
30 朝5時まで 朝5時まで 朝5時まで 朝5時まで 朝5時まで 朝5時まで 朝5時まで 30

45 45

オキタマ
ソラシド♪

オキタマ
ソラシド♪

おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ

函館図鑑

20

函館図鑑

釣りバカZ 釣りバカZ 釣りバカZ 釣りバカZ 釣りバカZ

19

18

19

18

おじゃマップ おじゃマップ

20

NCVチャンネル（リモコン１１番）週間番組表　３月２２日週(18時-深夜)

25 25

23

21

22

24 24

23

箱館を映る 釣りバカZ

21

22

箱館を映る

おじゃマップ

函館図鑑 函館図鑑 函館図鑑 函館図鑑 函館図鑑 函館図鑑

おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ

せんりゅう
あいラブ

ポップタイム とかち青空放送局
あいラブ

釣りバカZ 釣りバカZ

横浜ミストリー

函館図鑑 函館図鑑

釣りバカZ

函館図鑑 函館図鑑函館図鑑 函館図鑑

せんりゅう

おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ



2021年3月29日 2021年3月30日 2021年3月31日

月 火 水
5 0 0 5

0 0

15 15

30 30

45 45

0 0

30 30

0 音声ＦＭいるか 音声ＦＭいるか 音声ＦＭいるか 0

30 30

9 QVCショッピング QVCショッピング QVCショッピング 9

0 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 0

ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド

15 はこだてごはん ＃42 はこだてごはん ＃42 はこだてごはん ＃42 15

酢っと豚 酢っと豚 酢っと豚

30 ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり 30

#9 函館市 永寿湯 #9 函館市 永寿湯 #9 函館市 永寿湯

45 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ 45

夏のユリを見に行こう！ 夏のユリを見に行こう！ 夏のユリを見に行こう！

0 0

15 パン・スイーツまつり パン・スイーツまつり パン・スイーツまつり 15

30 30

45 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 45

函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに

0 0

15 15

意外と知らない 意外と知らない 意外と知らない

30 木のはなし 木のはなし 木のはなし 30

45 45

0 0

15 15

函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報

30 30

青森の街ぶら

45 「いっくん散歩」 45

0 0

15 15

30 30

45 45

0 けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん 0

彩・JAPAN 三重県 彩・JAPAN 三重県

15 鳥羽真珠虹色の 昭和初期東京～ 鳥羽真珠虹色の 15

輝きを求めて 日本博覧会 輝きを求めて

30 30

45 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 45

函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに

0 0

15 縄文リベンジ 縄文リベンジ 縄文リベンジ 15

30 30

45 ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド 45

はこだて賛歌de体操 音彩風景 はこだて賛歌de体操

8

10

おじゃマップ

テレビショッピング

せんりゅう

11

10

11

8

NCVチャンネル（リモコン１１番）週間番組表　３月２９日週(5時-18時)

6 6

77

寄席チャンネル 寄席チャンネル

交差点カメラ 交差点カメラ 交差点カメラ

寄席チャンネル

16

12

14

けーぶるにっぽん
テレビショッピング

12

15

風景カメラ

交差点カメラ
15

函館図鑑

14

13

17

あいラブ

13

函館学アワー

交差点カメラ

17

16

おじゃマップ

函館図鑑

函館学アワー

おじゃマップ

函館図鑑

函館学アワー

釣りバカZ 釣りバカZ 釣りバカZ

函館図鑑 函館図鑑

箱館を映る

函館図鑑

風景カメラ

交差点カメラ

けーぶるにっぽん
テレビショッピング

箱館を映る
テレビショッピング

せんりゅう
あいラブ

テレビショッピング

風景カメラ

交差点カメラ

テレビショッピング

交差点カメラ 交差点カメラ



2020年3月29日 2020年3月30日 2020年3月31日 2020年4月1日 2020年4月2日 2020年4月3日 2020年4月4日

月 火 水 木 金 土 日
0 0

青森の街ぶら

15 「いっくん散歩」 15

30 はこだてごはん ＃42 はこだてごはん ＃42 はこだてごはん ＃42 30

酢っと豚 酢っと豚 酢っと豚

45 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 45

ニコテレガイド ニコテレガイド ニコテレガイド

0 0

15 パン・スイーツまつり パン・スイーツまつり パン・スイーツまつり 15

30 30

45 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 45

函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに

0 0

中学校卒業式 中学校卒業式 中学校卒業式
15 スペシャル スペシャル スペシャル 15

30 函館市立桔梗中学校 函館市立巴中学校 北斗市立上磯中学校 30

6０分 6０分 6０分

45 45

0 ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり 0

#9 函館市 永寿湯 #9 函館市 永寿湯 #9 函館市 永寿湯

15 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ 15

夏のユリを見に行こう！ 夏のユリを見に行こう！ 夏のユリを見に行こう！

30 30

45 縄文リベンジ 縄文リベンジ 縄文リベンジ 45

0 0

ミュージック 青森の街ぶら ミュージック
15 ジャパンTV 「いっくん散歩」 ジャパンTV 15

30 ☆GRANRODEO スペシャル ☆K-POP！120％！ 30

☆OLDCODEX スペシャル かながわらく楽 Vol.1

45 ウォーキング 45

0 0

15 パン・スイーツまつり パン・スイーツまつり パン・スイーツまつり 15

30 30

45 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 縄文特集Vol.3 45

函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに 函館を縄文のまちに

0 けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん 0

彩・JAPAN 三重県 彩・JAPAN 三重県

15 鳥羽真珠虹色の 昭和初期東京～ 鳥羽真珠虹色の 15

輝きを求めて 日本博覧会 輝きを求めて

30 爆旅道中記 #12 30

「お家でできる 神保町昭和
45

キャンプ飯を作る
旅」 歌謡倶楽部 45

【前編】 

0 0

15 QVC QVC QVC 15

ショッピング ショッピング ショッピング
30 朝5時まで 朝5時まで 朝5時まで 30

45 45

オキタマ
ソラシド♪

おじゃマップ おじゃマップ

20

19

18

19

18

20

25 25

23

21

22

24 24

23

箱館を映る

21

22

おじゃマップ

函館図鑑 函館図鑑 函館図鑑

釣りバカZ 釣りバカZ 釣りバカZ

ポップタイム横浜ミストリー

函館図鑑 函館図鑑函館図鑑

おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ

NCVチャンネル（リモコン１１番）週間番組表　３月２９日週(18時-深夜)


