
2021年11月29日 2021年11月30日 2021年12月1日 2021年12月2日 2021年12月3日 2021年12月4日 2021年12月5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
けーぶるにっぽん・函館おでか
け情報・行政文字情報・交差点

カメラ
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 0

15 15

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

#13 厚沢部町 うずら温泉 #13 厚沢部町 うずら温泉 #13 厚沢部町 うずら温泉 #13 厚沢部町 うずら温泉 #13 厚沢部町 うずら温泉 #13 厚沢部町 うずら温泉 #13 厚沢部町 うずら温泉

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

春2番目の花 春2番目の花 春2番目の花 春2番目の花 春2番目の花 春2番目の花 春2番目の花

0 0

15 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 15

30 はこだてごはん ＃56 はこだてごはん ＃56 はこだてごはん ＃56 はこだてごはん ＃56 はこだてごはん ＃56 はこだてごはん ＃56 はこだてごはん ＃56 30

まぐろザンギ まぐろザンギ まぐろザンギ まぐろザンギ まぐろザンギ まぐろザンギ まぐろザンギ

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 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

行政文字情報 行政文字情報 行政文字情報 行政文字情報 行政文字情報 行政文字情報 行政文字情報

0 0

～今、災害に強い ～今、災害に強い
15 しなやかな社会 しなやかな社会 15

函館とコンブ 函館とコンブ 函館とコンブ 函館とコンブ 函館とコンブ づくりを考える～ づくりを考える～
30 30

防災・減災 防災・減災
45 シンポジウム シンポジウム 45

『日本海溝・千島海溝 『日本海溝・千島海溝

0 沿い巨大地震への備え』 沿い巨大地震への備え』 0

15 はこだて賛歌de健康体操 はこだて賛歌de健康体操 はこだて賛歌de健康体操 はこだて賛歌de健康体操 はこだて賛歌de健康体操 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

30 30

45 わが愛しの大野町 あの頃の年末年始 45

0 0

15 15

ニコテレガイド ニコテレガイド

30 30

45 45

0 0

15 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 15

30 30

45 制作：青森ケーブルテレビ ビッグシティ・グリーン 仙台、ひと、まちの中へ ナンシーの 仙台、ひと、まちの中へ あの頃の年末年始 あの頃の年末年始 45

すてきなクリスマス

0 0

ミュージック

15 アイナメクエスト アイナメクエスト ジャパンTV 恵山沖の 恵山沖の 15

マダラを狙え！ マダラを狙え！

30 函館のりもの大百科 とっさの英会話 函館のりもの大百科 クリスマスファンタジー ☆ゴジや！ クリスマスファンタジー クリスマスファンタジー 30

大型バス・フェリー lesson3 復習編 白バイ・フェリー 風景カメラ まいどおおきに 風景カメラ 風景カメラ

45 とっさの英会話 青春ハイスクール とっさの英会話 とっさの英会話 リクエスト とっさの英会話 とっさの英会話 45

lesson3 復習編 西高校 放送局 lesson3 復習編 lesson3 復習編 lesson3 復習編 lesson3 復習編

テレビショッピング

おじゃマップ おじゃマップ

箱館を映る 箱館を映る
仙ぶら

NCVチャンネル（リモコン１１番）週間番組表１１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 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

8

10
けーぶるにっぽん

箱館を映る
箱館を映る

けーぶるにっぽん
令和３年第４回

函館市議会定例会

交差点カメラ 交差点カメラ交差点カメラ

箱館を映る
けーぶるにっぽん

13

16

10

11

12

15

14

けーぶるにっぽん
箱館を映る

おじゃマップ

函館学アワー

あいラブ
せんりゅう

テレビショッピング

おじゃマップ

けーぶるにっぽん
箱館を映る

8

テレビショッピング

17

のりものタウン
釣りバカZ 釣りバカZリターンズ 釣りバカZリターンズ

交差点カメラ

おじゃマップ

あいラブ

のりものタウン

いっくん散歩 仙ぶら

風景カメラ

交差点カメラ

テレビショッピング

おじゃマップ

あいラブ
せんりゅう

テレビショッピング

おじゃマップ

交差点カメラ

13

函館学アワー

テレビショッピング

おじゃマップ

ディズニータイム

函館学アワー

11

17

16

14

12

15

おじゃマップ

テレビショッピング テレビショッピング

箱館を映る 箱館を映る

＃413

テレビショッピング

釣りバカZ

テレビショッピング

せんりゅう

風景カメラ

テレビショッピング テレビショッピング

おじゃマップ おじゃマップ

箱館を映る
けーぶるにっぽん

おじゃマップ おじゃマップ

函館学アワー 函館学アワー

おじゃマップ

テレビショッピング テレビショッピング

交差点カメラ

ディズニータイム

＃413

交差点カメラ



2021年11月29日 2021年11月30日 2021年12月1日 2021年12月2日 2021年12月3日 2021年12月4日 2021年12月5日

月 火 水 木 金 土 日
0 0

神保町昭和 ミュージック

15 歌謡倶楽部 ジャパンTV 15

30 はこだてごはん ＃56 はこだてごはん ＃56 はこだてごはん ＃56 はこだてごはん ＃56 ☆ゴジや！ はこだてごはん ＃56 はこだてごはん ＃56 30

まぐろザンギ まぐろザンギ まぐろザンギ まぐろザンギ まいどおおきに まぐろザンギ まぐろザンギ

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

青春ハイスクール とっさの英会・函館のりものフェリー 亀田交流プラザ・健康体操 とっさの英会話・函館のりも白バイ とっさの英会話・函館のりも白バイ 亀田交流プラザ・健康体操

0 0

15 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 15

30 ぼくたちの学校祭 けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん 30

2021 彩・JAPAN 愛知県 彩・JAPAN 愛知県 彩・JAPAN 愛知県

45 ニコテレガイド 託された想い あの頃の年末年始 託された想い あの頃の年末年始 託された想い あの頃の年末年始 45

はこだて賛歌de健康体操 ３００万本の彼岸花 ３００万本の彼岸花 ３００万本の彼岸花

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

#13 厚沢部町 うずら温泉 #13 厚沢部町 うずら温泉 #13 厚沢部町 うずら温泉 #13 厚沢部町 うずら温泉 #13 厚沢部町 うずら温泉 #13 厚沢部町 うずら温泉 #13 厚沢部町 うずら温泉

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

春2番目の花 春2番目の花 春2番目の花 春2番目の花 春2番目の花 春2番目の花 春2番目の花

30 はこだてごはん ＃56 ブレイン博士の はこだてごはん ＃56 ブレイン博士の はこだてごはん ＃56 ブレイン博士の はこだてごはん ＃56 30

まぐろザンギ 脳トレ研究所 まぐろザンギ 脳トレ研究所 まぐろザンギ 脳トレ研究所 まぐろザンギ

45 函館おでかけ情報 青春ハイスクール 函館おでかけ情報・とっさの英会話 ニコテレガイド・とっさの英会話 函館おでかけ情報・とっさの英会話 ニコテレガイド・とっさの英会話 函館おでかけ情報・とっさの英会話 45

とっさの英会話 第16回・交差点 とっさの英会話 第16回・交差点 クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ

0 ぼくたちの学校祭 0

2021 GLAY特番 GLAY特番

15 行政文字情報 仙台、ひと、まちの中へ ～故郷で歌う最高の歌声～ ～故郷で歌う最高の歌声～ 15

はこだて賛歌de健康体操

30 30

45 アイナメクエスト アイナメクエスト アイナメクエスト アイナメクエスト アイナメクエスト 恵山沖の 恵山沖の 45

マダラを狙え！ マダラを狙え！

0 0

ミュージック 道南いさりび鉄道 ミュージック ミュージック 【お試し放送】 【お試し放送】
15 ジャパンTV ５周年記念 ジャパンTV ジャパンTV スーパーガール 探偵ミス・フィッシャー 15

～いさ鉄の車窓から～ シーズン６ 〜華麗なる事件簿〜

30 ☆BALLISTIK BOYZ 秋Ver. ☆K-POP！ 拝見出羽テレビ ☆SHINee 第１話 シーズン1 30
from EXILE TRIBE 120％！ んだず！ スペシャル 第1話

45 スペシャル 行政文字情報 45

青春ハイスクール とっさの英会話・亀田交流プラザ

0 0

15 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 15

30 ぶらりゆらり けーぶるにっぽん ぶらりゆらり けーぶるにっぽん ぶらりゆらり けーぶるにっぽん ぶらりゆらり 30

#13 厚沢部町 うずら温泉 彩・JAPAN 愛知県 #13 厚沢部町 うずら温泉 彩・JAPAN 愛知県 #13 厚沢部町 うずら温泉 彩・JAPAN 愛知県 #13 厚沢部町 うずら温泉

45 山さんぽ 託された想い 山さんぽ 託された想い 山さんぽ 託された想い 山さんぽ 45

春2番目の花 ３００万本の彼岸花 春2番目の花 ３００万本の彼岸花 春2番目の花 ３００万本の彼岸花 春2番目の花

0 0

15 アイナメクエスト アイナメクエスト アイナメクエスト アイナメクエスト アイナメクエスト 恵山沖の 恵山沖の 15

マダラを狙え！ マダラを狙え！

30 爆旅道中記 #27 拝見出羽テレビ 爆旅道中記 #27 30

「天草の天竺を んだず！ 神保町昭和 「天草の天竺を SAPPORO SAPPORO
45 調査する旅」 行政文字情報 歌謡倶楽部 調査する旅」 NAMARA TV NAMARA TV 45

前編 とっさの英会話・亀田交流プラザ 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

釣りバカZ 釣りバカZ 釣りバカZ

おじゃマップ

25 25

23

21

22

24 24

23

釣りバカZリターンズ

21

22

おじゃマップ おじゃマップ 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リターンズ

eスポーツクラブ

おじゃマップ おじゃマップ

オキタマ
ソラシド♪

NCV

釣りバカZ

19

18

20

19

おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ

20

18

横浜ミストリー ポップタイム

NCVチャンネル（リモコン１１番）週間番組表　１１月２９日週(18時-深夜)

おじゃマップおじゃマップ おじゃマップ

箱館を映る

おじゃマップ

釣りバカZ 釣りバカZ

とかち青空放送局

釣りバカZリターンズ 釣りバカZリターンズ

NCV あいラブ
せんりゅうeスポーツクラブ

オキタマ
ソラシド♪

オキタマ
ソラシド♪

仙ぶら

箱館を映る 箱館を映る

おじゃマップ

NCV
eスポーツクラブ



2021年12月6日 2021年12月7日 2021年12月8日 2021年12月9日 2021年12月10日 2021年12月11日 2021年12月12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
テレビショッピング

ぶらりゆらり・函館お出かけ情
報

テレビショッピング
山さんぽ・函館お出かけ情報 QVCショッピング QVCショッピング 9

0 令和３年第４回 令和３年第４回 0

函館市議会 函館市議会
15 定例会 本会議 定例会 本会議 15

30 ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり 一般質問 一般質問 ぶらりゆらり ぶらりゆらり 30

#14 函館市 花園温泉 #14 函館市 花園温泉 #14 函館市 花園温泉 #14 函館市 花園温泉 #14 函館市 花園温泉

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

湖畔の春はどんな春？ 湖畔の春はどんな春？ 湖畔の春はどんな春？ 湖畔の春はどんな春？ 湖畔の春はどんな春？

0 0

15 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 気になるまちの 気になるまちの 15
自動販売機 自動販売機

30 はこだてごはん ＃5７ はこだてごはん ＃5７ はこだてごはん ＃5７ はこだてごはん ＃5７ はこだてごはん ＃5７ 30

麻婆豆腐 知内風 麻婆豆腐 知内風 麻婆豆腐 知内風 麻婆豆腐 知内風 麻婆豆腐 知内風

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・音彩風景 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 45

行政文字情報 行政文字情報 行政文字情報 行政文字情報

0 令和３年第４回 0

函館市議会 函館市教育振興 函館市教育振興
15 定例会 本会議 フォーラム フォーラム 15

道南郷土料理 道南郷土料理
30 （家庭料理）伝承 （家庭料理）伝承 委員会審査報告 「端末一人一台時代 「端末一人一台時代 30

議案採決等 における新しい における新しい
45 12：55～14：00 学びの創造」 学びの創造」 45

0 0

神保町昭和
15 恵山沖の 歌謡倶楽部 恵山沖の 15

マダラを狙え！ マダラを狙え！

30 30

45 あの頃の年末年始 亀田交流プラザ・健康体操 亀田交流プラザ・健康体操 45

函館のりもの・音彩風景 函館のりもの・音彩風景

0 0

15 15

30 30

45 45

0 0

15 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 気になるまちの 気になるまちの 15
自動販売機 自動販売機

30 30

45 ミッキーマウス！ 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 45

クリスマス・スペシャル

0 函館のりもの大百科 白バイ 函館のりもの大百科 白バイ 0

音彩風景 音彩風景 ミュージック

15 亀田交流プラザ・健康体操 恵山沖の 亀田交流プラザ・健康体操 恵山沖の ジャパンTV 縄文人に挑め！ 縄文人に挑め！ 15

ニコテレガイド マダラを狙え！ ニコテレガイド マダラを狙え！

30 クリスマスファンタジー クリスマスファンタジー クリスマスファンタジー クリスマスファンタジー ☆ゴジや！ クリスマスファンタジー クリスマスファンタジー 30

風景カメラ 風景カメラ 風景カメラ 風景カメラ まいどおおきに 風景カメラ 風景カメラ

45 とっさの英会話 函館おでかけ情報 とっさの英会話 函館おでかけ情報 リクエスト 函館おでかけ情報 とっさの英会話 45

lesson4 復習編 ニコテレガイド lesson4 復習編 ニコテレガイド ニコテレガイド lesson4 復習編

おじゃマップおじゃマップ おじゃマップ

函館学アワー

テレビショッピング

けーぶるにっぽん
箱館を映る

ディズニータイム

11

17

16

14

12

15

おじゃマップ

テレビショッピング テレビショッピング

箱館を映る

釣りバカZリターンズ

テレビショッピング

せんりゅう

交差点カメラ 交差点カメラ 交差点カメラ

13

函館学アワー

のりものタウン のりものタウン

テレビショッピング

おじゃマップ

あいラブ
せんりゅう

テレビショッピング

おじゃマップ

17

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

交差点カメラ交差点カメラ

箱館を映る
けーぶるにっぽん

13

16

10

11

12

15

14

けーぶるにっぽん
箱館を映る

テレビショッピング テレビショッピング

おじゃマップ

8

NCVチャンネル（リモコン１１番）週間番組表１２月６日週(5時-18時)

6 6

77

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

8

10
けーぶるにっぽん

箱館を映る
箱館を映る

けーぶるにっぽん

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

テレビショッピングテレビショッピング

おじゃマップ おじゃマップ

函館図鑑 函館図鑑

おじゃマップ

あいラブ



2021年12月6日 2021年12月7日 2021年12月8日 2021年12月9日 2021年12月10日 2021年12月11日 2021年12月12日

月 火 水 木 金 土 日
0 0

神保町昭和 ミュージック

15 歌謡倶楽部 ジャパンTV 15

30 はこだてごはん ＃5７ はこだてごはん ＃5７ はこだてごはん ＃5７ はこだてごはん ＃5７ ☆ゴジや！ はこだてごはん ＃5７ はこだてごはん ＃5７ 30

麻婆豆腐 知内風 麻婆豆腐 知内風 麻婆豆腐 知内風 麻婆豆腐 知内風 まいどおおきに 麻婆豆腐 知内風 麻婆豆腐 知内風

45 函館おでかけ情報 とっさの英会話第・音彩風景 函館おでかけ情報 とっさの英会話第・音彩風景 リクエスト とっさの英会話第・音彩風景 函館おでかけ情報 45

クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ

0 0

15 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの 15
自動販売機 自動販売機 自動販売機

30 けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん 30

彩・JAPAN 愛知県 彩・JAPAN 愛知県 彩・JAPAN 愛知県

45 あの頃の年末年始 託された想い あの頃の年末年始 託された想い あの頃の年末年始 託された想い あの頃の年末年始 45

３００万本の彼岸花 ３００万本の彼岸花 ３００万本の彼岸花

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 0

#14 函館市 花園温泉 #14 函館市 花園温泉 #14 函館市 花園温泉 #14 函館市 花園温泉

15 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ 山さんぽ 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 15

湖畔の春はどんな春？ 湖畔の春はどんな春？ 湖畔の春はどんな春？ 湖畔の春はどんな春？

30 はこだてごはん ＃5７ ブレイン博士の はこだてごはん ＃5７ ブレイン博士の はこだてごはん ＃5７ ブレイン博士の はこだてごはん ＃5７ 30

麻婆豆腐 知内風 脳トレ研究所 麻婆豆腐 知内風 脳トレ研究所 麻婆豆腐 知内風 脳トレ研究所 麻婆豆腐 知内風

45 函館おでかけ情報・とっさの英会話 ニコテレガイド・とっさの英会話 函館おでかけ情報・とっさの英会話 ニコテレガイド・とっさの英会話 函館おでかけ情報・とっさの英会話 ニコテレガイド・とっさの英会話 函館おでかけ情報・とっさの英会話 45

クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ

0 0

第１１回 第１１回
15 北斗民謡クラブ 仙台、ひと、まちの中へ 北斗民謡クラブ 仙台、ひと、まちの中へ 15

芸能 芸能

30 チャリティーショー チャリティーショー 30

45 恵山沖の 恵山沖の 恵山沖の 縄文人に挑め！ 縄文人に挑め！ 45

マダラを狙え！ マダラを狙え！ マダラを狙え！

0 0

ミュージック ミュージック ミュージック 【お試し放送】 【お試し放送】
15 ジャパンTV ジャパンTV ジャパンTV トワイライト・ゾーン NCIS: 15

(2019) シーズン2 ニューオーリンズ 

30 ☆石原夏織 スペシャル ☆小倉 唯 スペシャル ☆アニメ大好き！ 第１話 ファイナル・シーズン 30
☆水樹奈々 スペシャル ☆要注目！人気バンド 濃厚アニソン 第1話

45 vol.2 カウントダウン 45

0 0

GLAY特番 GLAY特番

15 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 今日の食卓にこの一品！ 気になるまちの ～故郷で歌う最高の歌声～ ～故郷で歌う最高の歌声～ 15
自動販売機

30 ぶらりゆらり けーぶるにっぽん ぶらりゆらり けーぶるにっぽん 30

#14 函館市 花園温泉 彩・JAPAN 愛知県 #14 函館市 花園温泉 彩・JAPAN 愛知県

45 山さんぽ 託された想い 山さんぽ 託された想い 縄文の暮らし・食べる 気になるまちの 気になるまちの 45

湖畔の春はどんな春？ ３００万本の彼岸花 湖畔の春はどんな春？ ３００万本の彼岸花 自動販売機 自動販売機

0 0

15 恵山沖の 恵山沖の 恵山沖の 恵山沖の 恵山沖の 縄文人に挑め！ 縄文人に挑め！ 15

マダラを狙え！ マダラを狙え！ マダラを狙え！ マダラを狙え！ マダラを狙え！

30 爆旅道中記 #28 拝見出羽テレビ 爆旅道中記 #28 30

「天草の天竺を んだず！ 神保町昭和 「天草の天竺を SAPPORO SAPPORO
45 調査する旅」 行政文字情報 歌謡倶楽部 調査する旅」 NAMARA TV NAMARA TV 45

後編 とっさの英会話・音彩風景 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

函館図鑑

オキタマ

釣りバカZリターンズ 釣りバカZリターンズ

とかち青空放送局

釣りバカZリターンズ 釣りバカZリターンズ

NCV あいラブ
せんりゅうeスポーツクラブ

仙ぶら オキタマ
ソラシド♪

函館図鑑 函館図鑑 函館図鑑

おじゃマップ

19

18

20

19

おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ

20

18

横浜ミストリー ポップタイム

NCVチャンネル（リモコン１１番）週間番組表　１２月６日週(18時-深夜)

おじゃマップおじゃマップ おじゃマップ

箱館を映る

25 25

23

21

22

24 24

23

釣りバカZリターンズ

21

22

おじゃマップ おじゃマップ 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

eスポーツクラブ

おじゃマップ

オキタマ
ソラシド♪

NCV

仙ぶら

おじゃマップ おじゃマップ

箱館を映る 箱館を映る 箱館を映る

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

おじゃマップ

ソラシド♪



2021年12月13日 2021年12月14日 2021年12月15日 2021年12月16日 2021年12月17日 2021年12月18日 2021年12月19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
テレビショッピング

ぶらりゆらり・函館お出かけ情
報

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 令和３年第４回 0

函館市議会
15 定例会 本会議 15

30 一般質問 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

意見書採決等 #15 鹿部町 亀の湯 #15 鹿部町 亀の湯 #15 鹿部町 亀の湯 #15 鹿部町 亀の湯 #15 鹿部町 亀の湯 #15 鹿部町 亀の湯

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 45
9：55～16：30 フクジュソウを探しに フクジュソウを探しに フクジュソウを探しに フクジュソウを探しに フクジュソウを探しに フクジュソウを探しに

0 0

15 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの 15
自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機

30 はこだてごはん ＃5７ はこだてごはん ＃5７ はこだてごはん ＃5７ はこだてごはん ＃5７ はこだてごはん ＃5７ はこだてごはん ＃5７ 30

麻婆豆腐 知内風 麻婆豆腐 知内風 麻婆豆腐 知内風 麻婆豆腐 知内風 麻婆豆腐 知内風 麻婆豆腐 知内風

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 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 45

行政文字情報 行政文字情報 行政文字情報 行政文字情報 行政文字情報 行政文字情報

0 0

第１１回 第１１回
15 北斗民謡クラブ 北斗民謡クラブ 15

函館の地域の 函館の地域の 函館の地域の 函館の地域の 芸能 芸能
30 食の大使 食の大使 食の大使 食の大使 チャリティーショー チャリティーショー 30

45 45

0 0

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 15

青春ハイスクール 青春ハイスクール 青春ハイスクール 青春ハイスクール

30 30

45 あの頃の年末年始 あの頃の年末年始 45

0 0

15 15

30 30

45 45

0 0

15 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの 15
自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機

30 30

45 仙台、ひと、まちの中へ ナンシーの 仙台、ひと、まちの中へ ナンシーの ☆ニイガタウン 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 45

すてきなクリスマス すてきなクリスマス

0 函館のりもの大百科 白バイ 函館のりもの大百科 白バイ 0

音彩風景 音彩風景 ミュージック

15 青春ハイスクール・亀田交流プラザ 縄文人に挑め！ 青春ハイスクール・亀田交流プラザ 縄文人に挑め！ ジャパンTV 出動！イカ調査隊 出動！イカ調査隊 15

ニコテレガイド ニコテレガイド 2021 2021

30 クリスマスファンタジー クリスマスファンタジー クリスマスファンタジー クリスマスファンタジー ☆ゴジや！ クリスマスファンタジー クリスマスファンタジー 30

風景カメラ 風景カメラ 風景カメラ 風景カメラ まいどおおきに 風景カメラ 風景カメラ

45 とっさの英会話 函館おでかけ情報 とっさの英会話 函館おでかけ情報 リクエスト 函館おでかけ情報 とっさの英会話 45

lesson4 復習編 ニコテレガイド lesson4 復習編 ニコテレガイド ニコテレガイド lesson4 復習編

テレビショッピングテレビショッピング

おじゃマップ おじゃマップ

函館図鑑 函館図鑑
リリマリのキラリ

おじゃマップ

交差点カメラ交差点カメラ

釣りバカZ

NCVチャンネル（リモコン１１番）週間番組表１２月１３日週(5時-18時)

6 6

77

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

8

10
箱館を映る

けーぶるにっぽん

交差点カメラ 交差点カメラ交差点カメラ

箱館を映る
けーぶるにっぽん

13

16

10

11

12

15

14

けーぶるにっぽん
箱館を映る

おじゃマップ

函館学アワー

あいラブ
せんりゅう

テレビショッピングテレビショッピング

けーぶるにっぽん
箱館を映る

8

テレビショッピング テレビショッピング

おじゃマップ おじゃマップ

箱館を映る
けーぶるにっぽん

17

釣りバカZリターンズ 釣りバカZ

13

函館学アワー

テレビショッピング

おじゃマップ

ディズニータイム

11

17

16

14

12

15

箱館を映る 箱館を映る

テレビショッピング

釣りバカZリターンズ

おじゃマップ

おじゃマップ おじゃマップ

函館学アワー 函館学アワー

おじゃマップ

テレビショッピング

けーぶるにっぽん
箱館を映る

テレビショッピングテレビショッピング

ディズニータイム 仙ぶら

交差点カメラ 交差点カメラ 交差点カメラ 交差点カメラ

仙ぶら

テレビショッピング

おじゃマップ

あいラブ
せんりゅう



2021年12月13日 2021年12月14日 2021年12月15日 2021年12月16日 2021年12月17日 2021年12月18日 2021年12月19日

月 火 水 木 金 土 日
0 0

神保町昭和 ミュージック

15 歌謡倶楽部 ジャパンTV 15

30 はこだてごはん ＃5７ はこだてごはん ＃5７ はこだてごはん ＃5７ はこだてごはん ＃5７ ☆ゴジや！ はこだてごはん ＃5７ はこだてごはん ＃5７ 30

麻婆豆腐 知内風 麻婆豆腐 知内風 麻婆豆腐 知内風 麻婆豆腐 知内風 まいどおおきに 麻婆豆腐 知内風 麻婆豆腐 知内風

45 函館おでかけ情報 青春ハイスクール・音彩風景 函館おでかけ情報 青春ハイスクール・音彩風景 リクエスト 青春ハイスクール・音彩風景 函館おでかけ情報 45

クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ

0 0

15 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの 15
自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機

30 けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん 30

彩・JAPAN 静岡県 彩・JAPAN 静岡県 彩・JAPAN 静岡県

45 あの頃の年末年始 黒輝き紡ぐ絆 あの頃の年末年始 黒輝き紡ぐ絆 あの頃の年末年始 黒輝き紡ぐ絆 あの頃の年末年始 45

静岡ソウルフード 静岡ソウルフード 静岡ソウルフード

0 0

15 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 15

30 はこだてごはん ＃5７ ブレイン博士の はこだてごはん ＃5７ ブレイン博士の はこだてごはん ＃5７ ブレイン博士の はこだてごはん ＃5７ 30

麻婆豆腐 知内風 脳トレ研究所 麻婆豆腐 知内風 脳トレ研究所 麻婆豆腐 知内風 脳トレ研究所 麻婆豆腐 知内風

45 函館おでかけ情報・とっさの英会話 ニコテレガイド・とっさの英会話 函館おでかけ情報・とっさの英会話 ニコテレガイド・とっさの英会話 函館おでかけ情報・とっさの英会話 ニコテレガイド・とっさの英会話 函館おでかけ情報・とっさの英会話 45

クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ

0 0

函館市教育振興 函館市教育振興
15 フォーラム 仙台、ひと、まちの中へ フォーラム ☆ニイガタウン 15

30 「端末一人一台時代 「端末一人一台時代 30

における新しい における新しい

45 縄文人に挑め！ 学びの創造」 縄文人に挑め！ 学びの創造」 縄文人に挑め！ 出動！イカ調査隊 出動！イカ調査隊 45

2021 2021

0 0

ミュージック ミュージック ミュージック 【お試し放送】 【お試し放送】
15 ジャパンTV ジャパンTV ジャパンTV ザ・バニシング 未知のウイルス 15

～消失～ 2020

30 ☆菅田将暉 スペシャル ☆Ado スペシャル ☆アイドル大好き！ 30

☆=LOVE スペシャル ギュギュッとアイドル

45 函館おでかけ情報 函館おでかけ情報 最強ランキング 45

青春ハイスクール・音彩風景 青春ハイスクール・音彩風景

0 0

15 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの 15
自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機

30 30

45 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 45

ニコテレガイド

0 0

15 縄文人に挑め！ 縄文人に挑め！ 縄文人に挑め！ 縄文人に挑め！ 縄文人に挑め！ 出動！イカ調査隊 出動！イカ調査隊 15

2021 2021

30 爆旅道中記 #28 拝見出羽テレビ 爆旅道中記 #28 30

「天草の天竺を んだず！ 神保町昭和 「天草の天竺を SAPPORO SAPPORO
45 調査する旅」 行政文字情報 歌謡倶楽部 調査する旅」 NAMARA TV NAMARA TV 45

後編 とっさの英会話・音彩風景 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

箱館を映る 箱館を映る 箱館を映る

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

リリマリのキラリ

釣りバカZ 釣りバカZ

せんりゅうeスポーツクラブ

オキタマ

25 25

23

21

22

24 24

23

釣りバカZ

21

22

おじゃマップ おじゃマップ 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

eスポーツクラブ

おじゃマップ

オキタマ

函館図鑑

おじゃマップ

NCV

19

18

20

19

おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ

20

18

横浜ミストリー ポップタイム

NCVチャンネル（リモコン１１番）週間番組表　１２月１３日週(18時-深夜)

おじゃマップおじゃマップ おじゃマップ

箱館を映る

NCV あいラブ

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

とかち青空放送局

仙ぶら

函館図鑑 函館図鑑

函館図鑑

オキタマ
ソラシド♪

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

ソラシド♪ ソラシド♪

函館図鑑

函館図鑑 函館図鑑 函館図鑑



2021年12月20日 2021年12月21日 2021年12月22日 2021年12月23日 2021年12月24日 2021年12月25日 2021年12月26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 0

15 15

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

#16 函館市恵山温泉旅館 #16 函館市恵山温泉旅館 #16 函館市恵山温泉旅館 #16 函館市恵山温泉旅館 #16 函館市恵山温泉旅館 #16 函館市恵山温泉旅館 #16 函館市恵山温泉旅館

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

山野草の女王を探しに 山野草の女王を探しに 山野草の女王を探しに 山野草の女王を探しに 山野草の女王を探しに 山野草の女王を探しに 山野草の女王を探しに

0 おじゃマップ おじゃマップ 0

ピックアップ放送 ピックアップ放送

15 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの ちょい旅 NCVの前の 15
自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 ～知内町～ 通りにおじゃマップ

30 はこだてごはん ＃5８ はこだてごはん ＃5８ はこだてごはん ＃5８ はこだてごはん ＃5８ はこだてごはん ＃5８ はこだてごはん ＃5８ はこだてごはん ＃5８ 30
やっぱり鶏もも トマト味 やっぱり鶏もも トマト味 やっぱり鶏もも トマト味 やっぱり鶏もも トマト味 やっぱり鶏もも トマト味 やっぱり鶏もも トマト味 やっぱり鶏もも トマト味

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 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

行政文字情報 行政文字情報 行政文字情報 行政文字情報 行政文字情報 行政文字情報 行政文字情報

0 0

第１１回 ～今、災害に強い
15 北斗民謡クラブ しなやかな社会 15

「ずーしーほっきー」 「ずーしーほっきー」 「ずーしーほっきー」 「ずーしーほっきー」 「ずーしーほっきー」 芸能 づくりを考える～
30 ができるまで ができるまで ができるまで ができるまで ができるまで チャリティーショー 30

防災・減災
45 シンポジウム 45

『日本海溝・千島海溝

0 沿い巨大地震への備え』 0

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 15

青春ハイスクール 青春ハイスクール 青春ハイスクール 青春ハイスクール 青春ハイスクール

30 30

45 あの頃の年末年始 あの頃の年末年始 45

0 0

15 15

ニコテレガイド

30 30

45 45

0 おじゃマップ おじゃマップ 0

ピックアップ放送 ピックアップ放送

15 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの ちょい旅 NCVの前の 15
自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 ～知内町～ 通りにおじゃマップ

30 30

クリスマスファンタジー

45 ☆ニイガタウン ドナルド劇場 ☆ニイガタウン ナンシーの 風景カメラ 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 45
クリスマス・スペシャル すてきなクリスマス

0 音彩風景・青春ハイスクール 音彩風景・青春ハイスクール 音彩風景・青春ハイスクール 0

おうちでJOMON おうちでJOMON おうちでJOMON

15 じょうもんかみしばい 英語Ver. 出動！イカ調査隊 じょうもんかみしばい スペイン語Ver. 出動！イカ調査隊 じょうもんかみしばい ロシア語Ver. 出動！イカ調査隊 出動！イカ調査隊 15

ニコテレガイド 2021 ニコテレガイド 2021 ニコテレガイド 2021 2021

30 クリスマスファンタジー クリスマスファンタジー クリスマスファンタジー クリスマスファンタジー クリスマスファンタジー クリスマスファンタジー 30

風景カメラ 風景カメラ 風景カメラ 風景カメラ 風景カメラ 風景カメラ

45 とっさの英会話 函館おでかけ情報 とっさの英会話 函館おでかけ情報 とっさの英会話 函館おでかけ情報 45

lesson4 復習編 ニコテレガイド lesson4 復習編 ニコテレガイド lesson4 復習編 ニコテレガイド

テレビショッピング

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 テレビショッピング

せんりゅう

テレビショッピングテレビショッピング

函館図鑑 函館図鑑

おじゃマップ

8

NCVチャンネル（リモコン１１番）週間番組表１２月２０日週(5時-18時)

6 6

77

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

8

10

釣りバカZ

けーぶるにっぽん
箱館を映る

交差点カメラ 交差点カメラ交差点カメラ

箱館を映る
けーぶるにっぽん

13

16

10

11

12

15

14

けーぶるにっぽん
箱館を映る

おじゃマップ

函館学アワー

あいラブ
せんりゅう

テレビショッピングテレビショッピング

おじゃマップ

けーぶるにっぽん
箱館を映る

17

釣りバカZ 釣りバカZ

13

函館学アワー

テレビショッピング

おじゃマップ

ディズニータイム

函館学アワー

11

17

16

14

12

15

おじゃマップ

箱館を映る 箱館を映る

釣りバカZ

テレビショッピング

せんりゅう

おじゃマップ

あいラブ

リリマリのキラリ

テレビショッピング

おじゃマップ

あいラブ

テレビショッピング

箱館を映る
けーぶるにっぽん

おじゃマップ おじゃマップ

函館学アワー 函館学アワー

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

けーぶるにっぽん
箱館を映る

箱館を映る
けーぶるにっぽん

ディズニータイム

NCV
eスポーツクラブ

リリマリのキラリ



2021年12月20日 2021年12月21日 2021年12月22日 2021年12月23日 2021年12月24日 2021年12月25日 2021年12月26日

月 火 水 木 金 土 日
0 0

神保町昭和
15 歌謡倶楽部 出動！イカ調査隊 15

2021

30 はこだてごはん ＃5８ はこだてごはん ＃5８ はこだてごはん ＃5８ はこだてごはん ＃5８ はこだてごはん ＃5８ はこだてごはん ＃5８ はこだてごはん ＃5８ 30
やっぱり鶏もも トマト味 やっぱり鶏もも トマト味 やっぱり鶏もも トマト味 やっぱり鶏もも トマト味 やっぱり鶏もも トマト味 やっぱり鶏もも トマト味 やっぱり鶏もも トマト味

45 函館おでかけ情報 青春ハイスクール・音彩風景 函館おでかけ情報 青春ハイスクール・音彩風景 函館おでかけ情報 青春ハイスクール・音彩風景 函館おでかけ情報 45

クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ とっさの英会話・音彩風景

0 おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ 0

ピックアップ放送 ピックアップ放送 ピックアップ放送

15 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの おうちでゆっくり ちょい旅 NCVの前の 15
自動販売機 自動販売機 自動販売機 自動販売機 テイクアウト＆デリバリー ～知内町～ 通りにおじゃマップ

30 けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん 30

彩・JAPAN 静岡県 彩・JAPAN 静岡県 彩・JAPAN 静岡県

45 あの頃の年末年始 黒輝き紡ぐ絆 あの頃の年末年始 黒輝き紡ぐ絆 あの頃の年末年始 黒輝き紡ぐ絆 あの頃の年末年始 45

静岡ソウルフード 静岡ソウルフード 静岡ソウルフード

0 0

15 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 15

30 はこだてごはん ＃5８ おうちでJOMON はこだてごはん ＃5８ おうちでJOMON はこだてごはん ＃5８ おうちでJOMON はこだてごはん ＃5８ 30
やっぱり鶏もも トマト味 じょうもんかみしばい 英語Ver. やっぱり鶏もも トマト味 じょうもんかみしばい スペイン語Ver. やっぱり鶏もも トマト味 じょうもんかみしばい ロシア語Ver. やっぱり鶏もも トマト味

45 函館おでかけ情報・とっさの英会話 ニコテレガイド・とっさの英会話 函館おでかけ情報・とっさの英会話 ニコテレガイド・とっさの英会話 函館おでかけ情報・とっさの英会話 ニコテレガイド・とっさの英会話 函館おでかけ情報 45

クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ クリスマスファンタジー風景カメラ とっさの英会話・音彩風景

0 0

第１１回 ～今、災害に強い
15 北斗民謡クラブ ☆ニイガタウン しなやかな社会 ☆ニイガタウン 15

芸能 づくりを考える～

30 チャリティーショー 30

防災・減災

45 出動！イカ調査隊 出動！イカ調査隊 シンポジウム 出動！イカ調査隊 出動！イカ調査隊 出動！イカ調査隊 45

2021 2021 『日本海溝・千島海溝 2021 2021 2021

0 沿い巨大地震への備え』 0

ミュージック ミュージック ミュージック
15 ジャパンTV ジャパンTV ジャパンTV 花園ナビ 花園ナビ 15

☆w-inds. スペシャル 全国高校ラグビー 全国高校ラグビー

30 ☆女性声優ソング ☆ラブソングヒッツ 30

☆MISIA クリスマスファンタジー

45 風景カメラ STU48 イ申テレビ STU48 イ申テレビ 45

シーズン11 Vol.1 シーズン11 Vol.1 

0 おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ 0

ピックアップ放送 ピックアップ放送 ピックアップ放送

15 気になるまちの 気になるまちの 気になるまちの おうちでゆっくり ちょい旅 NCVの前の 15
自動販売機 自動販売機 自動販売機 ニコテレガイド テイクアウト＆デリバリー ～知内町～ 通りにおじゃマップ

30 30

45 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 縄文の暮らし・食べる 45

0 0

15 出動！イカ調査隊 出動！イカ調査隊 出動！イカ調査隊 出動！イカ調査隊 出動！イカ調査隊 出動！イカ調査隊 出動！イカ調査隊 15

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

30 爆旅道中記 #29 拝見出羽テレビ 爆旅道中記 #29 30

「リベンジ カブトムシGET んだず！ 神保町昭和 「リベンジ カブトムシGET SAPPORO SAPPORO
45 ＆天草の夏を満喫する旅」 行政文字情報 歌謡倶楽部 ＆天草の夏を満喫する旅」 NAMARA TV NAMARA TV 45

前編 とっさの英会話・音彩風景 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

函館図鑑

【お試し放送】

【お試し放送】

オキタマ

函館図鑑

箱館を映る 箱館を映る 箱館を映る

釣りバカZ 釣りバカZ 釣りバカZ

箱館を映る

函館図鑑

リリマリのキラリ オキタマ
ソラシド♪

25 25

23

21

22

24 24

23

釣りバカZ

21

22

おじゃマップ おじゃマップ 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

eスポーツクラブ

【お試し放送】

【お試し放送】

ソラシド♪

NCV

19

18

20

19

おじゃマップ おじゃマップ

20

18

横浜ミストリー ポップタイム

NCVチャンネル（リモコン１１番）週間番組表　１２月２０日週(18時-深夜)

おじゃマップおじゃマップ

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

とかち青空放送局

釣りバカZ 釣りバカZ

NCV あいラブ
せんりゅうeスポーツクラブ

リリマリのキラリ オキタマ
ソラシド♪

函館図鑑 函館図鑑 函館図鑑

函館図鑑函館図鑑 函館図鑑 函館図鑑

函館図鑑



2021年12月27日 2021年12月28日 2021年12月29日 2021年12月30日 2021年12月31日 2022年1月1日 2022年1月2日

月 火 水 木 金 土 日
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 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 QVCショッピング QVCショッピング 9

0 0

15 15

30 ぶらりゆらり ぶらりゆらり ぶらりゆらり 30

#17 知内温泉ユートピア和楽園 祝 新成人 #17 知内温泉ユートピア和楽園 祝 新成人 #17 知内温泉ユートピア和楽園

45 山さんぽ あの日 あの時 山さんぽ あの日 あの時 山さんぽ 45

檜山の山は初めてづくし 檜山の山は初めてづくし 檜山の山は初めてづくし

0 おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ 0

ピックアップ放送 ピックアップ放送 ピックアップ放送
JOMON
WEEK

JOMON
WEEK

15 NCVの前の ハコビバで 函館西部地区キニナル！ 特集 特集 15
通りにおじゃマップ 占ってもらいました！ ごはんどころプロジェクト

30 おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ 祝 世界遺産登録！ シンポジウム 30

ピックアップ放送 ピックアップ放送 ピックアップ放送 応援大使 縄文の未来を語る。

45 森町までテイクアウト 新店舗情報！ 桜の名所・松前町に トークセッション 45
ドライブ おじゃマップ！ 基調講演

0 おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ 「世界史からみた縄文 0

ピックアップ放送 ピックアップ放送 ピックアップ放送 JOMON 現在につながる

15 パン・スイーツまつり 注目のスポーツを体験！ ニューオープン特集 特集 価値について」 15

30 おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ 大使と一緒に パネルディスカッション 30

ピックアップ放送 ピックアップ放送 ピックアップ放送 学ぼう！ 「縄文の可能性」

45 函館新外環状道路で 今日の食卓にこの一品！ シエスタ地下の食品調査！ 45
函館空港へ！ 世界遺産と

0 道南の縄文 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 はこだて賛歌de健康体操

30 けーぶるにっぽん けーぶるにっぽん 30

彩・JAPAN 滋賀県 彩・JAPAN 滋賀県

45 近江八幡 あの頃の年末年始 近江八幡 縄文の暮らし・食べる ニコテレガイド 45
信長も愛した？赤こんにゃく 信長も愛した？赤こんにゃく 函館おでかけ情報

0 0

15 15

30 30

45 45

0 おうちでJOMON おうちでJOMON おうちでJOMON おうちでJOMON おうちでJOMON 0

じょうもんかみしばい じょうもんかみしばい じょうもんかみしばい じょうもんかみしばい じょうもんかみしばい 

15 英語Ver. スペイン語Ver. 英語Ver. スペイン語Ver. 英語Ver. スペイン語Ver. 英語Ver. スペイン語Ver. 英語Ver. スペイン語Ver. 15

ロシア語Ver. ロシア語Ver. ロシア語Ver. ロシア語Ver. ロシア語Ver.

30 函館のりもの大百科 函館のりもの大百科 函館のりもの大百科 函館のりもの大百科 函館のりもの大百科 30

高所作業車、特殊救急車 高所作業車、特殊救急車 高所作業車、特殊救急車 高所作業車、特殊救急車 高所作業車、特殊救急車

45 タグボート・大型バス タグボート・大型バス タグボート・大型バス タグボート・大型バス タグボート・大型バス 45
フェリー・白バイ フェリー・白バイ フェリー・白バイ フェリー・白バイ フェリー・白バイ

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 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

15 とっさの英会話 とっさの英会話 とっさの英会話 とっさの英会話 とっさの英会話 15

音彩風景 音彩風景 音彩風景 音彩風景 音彩風景

30 30

祝 新成人 祝 新成人 祝 新成人 祝 新成人 祝 新成人
45 あの日 あの時 あの日 あの時 あの日 あの時 あの日 あの時 あの日 あの時 45

テレビショッピング

音彩風景 音彩風景 音彩風景

箱館を映る

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

交差点カメラ 交差点カメラ

テレビショッピング

交差点カメラ

NCVチャンネル（リモコン１１番）週間番組表１２月２7日週(5時-18時)

6 6

77

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

8

10
あの日あの時
箱館を映る

あの日あの時
箱館を映る

箱館を映る
けーぶるにっぽん

交差点カメラ 交差点カメラ交差点カメラ

13

16

10

11

12

15

14

あの日あの時
箱館を映る

テレビショッピングテレビショッピング

函館図鑑

交差点カメラ 交差点カメラ

箱館を映る
けーぶるにっぽん

テレビショッピングテレビショッピング

8

17

13

テレビショッピング

11

17

16

14

12

15



2021年12月27日 2021年12月28日 2021年12月29日 2021年12月30日 2021年12月31日 2022年1月1日 2022年1月2日

月 火 水 木 金 土 日
0 けーぶるにっぽん おじゃマップ 0

彩・JAPAN 滋賀県 ピックアップ放送

15 あの頃の年末年始 近江八幡 あの頃の年末年始 おうちでゆっくり 1月放送 15
信長も愛した？赤こんにゃく テイクアウト＆デリバリー のんびり投げ釣り

30 はこだてごはん  はこだてごはん  はこだてごはん  おじゃマップ 30

＃57 麻婆豆腐 知内風 ＃57 麻婆豆腐 知内風 ＃57 麻婆豆腐 知内風 ピックアップ放送 ２月放送

45
＃58 やっぱり鶏もも トマト味 ＃58 やっぱり鶏もも トマト味 ＃58 やっぱり鶏もも トマト味

ちょい旅 出動！ニシン調査隊 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 ～知内町～

0 おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ 0

ピックアップ放送 ピックアップ放送 ピックアップ放送 ピックアップ放送 ３月放送

15 ハコビバで 函館西部地区キニナル！ NCVの前の NCVの前の 「縄文リベンジ」 15
占ってもらいました！ ごはんどころプロジェクト 通りにおじゃマップ 通りにおじゃマップ

30 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

ピックアップ放送 ピックアップ放送 ピックアップ放送 ピックアップ放送 ４月放送

45 新店舗情報！ 桜の名所・松前町に 森町までテイクアウト 森町までテイクアウト
ザ・カレイ バトル 前編 45

おじゃマップ！ ドライブ ドライブ

0 おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ 0

ピックアップ放送 ピックアップ放送 ピックアップ放送 ピックアップ放送 ５月放送

15 注目のスポーツを体験！ ニューオープン特集 パン・スイーツまつり パン・スイーツまつり
ザ・カレイ バトル 後編 15

30 おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ おじゃマップ ７月放送 30

ピックアップ放送 ピックアップ放送 ピックアップ放送 ピックアップ放送 オウゴンムラソイを

45 今日の食卓にこの一品！ シエスタ地下の食品調査！ 函館新外環状道路で 函館新外環状道路で 釣り上げろ！ 45
函館空港へ！ 函館空港へ！

0 おじゃマップ 0

ピックアップ放送 ８月放送

15 函館西部地区キニナル！ ハゼリンピック 15
ごはんどころプロジェクト

30 おじゃマップ 30

ピックアップ放送 １０月放送

45 桜の名所・松前町に ガヤでパッツァ 45
おじゃマップ！

0 おじゃマップ 0

ピックアップ放送 １１月放送

15 ８月放送 ニューオープン特集 アイナメクエスト 15

ハゼリンピック

30 おじゃマップ 30

１０月放送 ピックアップ放送 １２月放送

45 1月放送 ４月放送 ガヤでパッツァ シエスタ地下の食品調査！ 出動！イカ調査隊 45

のんびり投げ釣り ザ・カレイ バトル 前編

0 おじゃマップ 0

２月放送 ５月放送 １１月放送 ピックアップ放送

15 出動！ニシン調査隊 ザ・カレイ バトル 後編 アイナメクエスト ハコビバで 15
占ってもらいました！

30 ７月放送 おじゃマップ 30

３月放送 オウゴンムラソイを １２月放送 ピックアップ放送

45 「縄文リベンジ」 釣り上げろ！ 出動！イカ調査隊 新店舗情報！ 45

0 おじゃマップ 0

祝 新成人 祝 新成人 祝 新成人 ピックアップ放送

15 あの日 あの時 あの日 あの時 あの日 あの時 注目のスポーツを体験！ 15

30 爆旅道中記 #28 おじゃマップ 30

「天草の天竺を SAPPORO ピックアップ放送

45 調査する旅」 NAMARA TV 今日の食卓にこの一品！ 45

後編

0 0

15 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
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 30

45 45

NCVeスポーツクラブ

ボンバーマン

NCVeスポーツクラブ

PUBG前編

NCVeスポーツクラブ

PUBG後編

箱館を映る

交差点カメラ

オキタマ
ソラシド♪

釣りバカZ 釣りバカZ

釣りバカZ

ウイニングイレブン前編

NCVeスポーツクラブ
ウイニングイレブン後編

25 25

23

21

22

24 24

23

21

22

みんなのGOLF
NCVeスポーツクラブ

NCVeスポーツクラブ ストリートファイターⅤ

1時間拡大版

19

18

20

19

20

18

NCVチャンネル（リモコン１１番）週間番組表　１２月２7日週(18時-深夜)

釣りバカZ一挙放送

NCVeスポーツクラブ

箱館を映る
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