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“旅人宿”のスタッフからおススメの地元情報を教わりながら温泉を目指す北海道の旅！

これまでのバックナンバーをお送りする「まるごと！北海道」集中放送　
［火］～［金］午後4:00～、深夜0:00～他　※7/4［火］放送開始

旅して温泉！北海道

まるごと！北海道

北海道の自然、食、温泉、人々など、旅をしてみたくなるスポットを紹介します！

#17　日本一長い直線道路エリア 美唄～滝川

7/15［土］午前9:00～他

広い北海道には沢山の温泉、見どころ、美味しいものがいっぱい！
ガイドブックを持たない旅人・森田仁が、ゲストハウス、家族経営の民宿、ペンションなど
宿の主人と旅人の距離が近く、家庭的な雰囲気の交流がある“旅人宿”に宿泊。
宿泊した宿のスタッフからおすすめの場所を教わりながら温泉を目指す北海道の旅をお送りします。

#1　コタン温泉　　#2　網走湖畔温泉

7/15・29［土］午後1:00～他
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Information

IPTVで観る!
詳しくはご加入の各社へ
お問い合わせください。

CATVで観る!
詳しくは

お近くのCATV各局 へ
お問い合わせください。

で観る!

旅チャンネルHDはプレミアムサービスのch.544で放送中。
プレミアムサービスでのご視聴の場合は、
専用チューナーが必要です

tabichan.jp
番組・ご視聴に関するお問い合わせ

tel.0570-03-6611
旅チャンネル カスタマーセンター

受付時間:10:00～20:00（年中無休）旅チャンネル 検索
見て体感!

7/8［土］午後3:00～他

旅チャンネル4Kシリーズ
『Best of Japan』

高精細画質４Ｋ撮影で制作する
“旅チャンネル オリジナル番組”をお届けするシリーズ！
日本が誇る極上の風景や伝統的な名所を紹介します！

#8　日光東照宮と奥日光

7/15・29［土］午後1:30～他

平成酒どころめぐり

お酒を通じて、旅先の“旨いもの”“風土”“人”にふれあう旅！

#7　高知県高知　その１
#8　高知県高知　その２

7/16［日］午後4:00～他

林家正蔵の今日も四時から飲み

落語家林家正蔵の楽しみ“四時から飲み”おススメのお店をご紹介！

#19　新橋・鴻運

7/9［日］午前9:00～他
榊原郁恵の町のお嬢さん

榊原郁恵が旅先の人達とふれあいながら
“町のお嬢さん”を探す旅へ！

#29　青森県青森市
〈協力：青森ケーブルテレビ(青森県）〉

7/2・16・30［日］午後3:30～他
スギちゃんの旅はきまぐれ

スギちゃんが、出会いと感動を求めてさすらいの旅へ！
気の向くままのぶらり旅。

#11　これぞワイルド！奄美の自然を大満喫
#12　ついに来たぜぇ　あこがれの港街函館
#13　北海道の海と大地を味わっちゃうぜぇ

毎週［金］午後1:00～他
ぶらり途中下車の旅

身近な駅や街の新たな魅力を再発見する旅＆情報番組！

#336　京浜東北線
#337　半蔵門線
#338　内房線
#339　都営浅草線
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7/3［月］午後5：00～他

ローカル線
らーめん探訪！

各地のローカル線沿線で愛される美味を求め
らーめん探訪の旅へ！
#35　北越急行ほくほく線

特集：にっぽん津々浦々特集：にっぽん津々浦々特集：にっぽん津々浦々特集：にっぽん津々浦々
今月は“甲信越１”

（山梨・新潟）を紹介します。

7/22［土］午前11：00～他

沖縄ローカルNEWS！
Special

「沖縄ローカルNEWS!」のスペシャル版！
離島を巡るふれあいの旅！今回はうるま市四島へ！

#8　みーかーねぇねぇといく離島ふれあい旅
　　  うるま市四島編

7/16・30［日］午後3:00～他

旅猫ロマン

旅先の様々な町に暮らす猫を求めて
各地を訪ね歩く、猫の旅！

#37　世界遺産　城下町　萩 前編
#38　世界遺産　城下町　萩 後編

7/23［日］午後1:00～他

Hawaii ローカルNEWS！
Special

ハワイ在住スタッフが徹底取材！
テーマ毎にセレクションした
選りすぐりの情報を紹介！

#23 ～MANO～
 鮫を守る天使オーシャン・ラムジー

7/16・30［日］午前11:30～他

ご当地ラーメン探訪

ご当地ラーメンを訪ねてそのルーツを探る旅！
各地のラーメン文化の源流を探訪します！

#19　岡山ラーメン
#20　広島ラーメン

7/1［土］午前6:00～他

東北トラベラー！

復興に向かい懸命に頑張る
東北各地の観光情報をご紹介！！

#69　山形県

7/9・23［日］午前10:00～他

ニッポン百年紀行

百年以上に渡り人々に愛され続けてきた店、味、技。
百年の歴史に思いを馳せる旅！

#11 真珠産業を支えてきた老舗
 三重県「松井眞珠店」
#12 太鼓奏者が作る和太鼓
 愛知県「三浦太鼓店」

7/16［日］午前10:30～他

東京TOWNS

東京の魅力をお届けする
地元密着のタウンガイド番組！

#67　大崎

毎週［土］午前11:30～他

パティの
メキシカン・クッキング

日本初放送！メキシコ出身のパティが料理を通して
メキシコの豊かな歴史と文化を紹介します。

#7　黄色い街イサマル
#8　美しいコロニアル都市バヤドリド
#9　女神の島イスラ・ムヘーレス
#10　カリブ海のリゾート　カンクン
#11　ヒニッチ家の感謝祭

毎週［日］午後0:30～他
※#57のみ　7/31［月］午後1:30～他

長崎ぶらぶら好き

新エピソード登場！
観光地から一歩外れた小道を
ぶらぶらと散策しながら
歴史の街・長崎を案内します！
〈制作：長崎ケーブルメディア（長崎県）〉

#53～#57

7/2［日］午後0:00～他

沖縄ローカルNEWS！

地元目線で選んだ沖縄の旬のローカルニュースを
お届けする情報番組！

#85　7月号

7/2［日］午前11:00～他

Hawaii ローカルNEWS!

旅行先として大人気の観光地ハワイ！
最新情報を毎月お届け！

#81　Jul．2017

毎週［日］午前7:00～他　※7/2［日］放送開始
けーぶるにっぽん　食・JAPAN

第7・第8シリーズ！地元ケーブルテレビ局ならではの視点で徹底取材！
にっぽん各地の四季折々の食材や伝統の食文化を紹介します！

#1　世界にはばたけ「とちぎのいちご」 〈制作：ケーブルテレビ（栃木県）〉
#2　ザクザク！ふぐざく！新居浜発！ 〈制作：ハートネットワーク（愛媛県）〉
#3　ブランド金目鯛「稲取キンメ」  〈制作：伊豆急ケーブルネットワーク（静岡県）＆イッツ・コミュニケーションズ（東京都）〉
#4　百万石の四季を彩る金沢の和菓子 〈制作：金沢ケーブルテレビネット（石川県）〉
#5　山形の料亭文化 〈制作：ダイバーシティメディア（山形県）〉
※制作時局名
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ワイルドスギちゃんが行く！グルメ見聞録 がんばろう！日本　（東北番組） 
 

★1日-6:00～ 東北トラベラー！#69新発見アメリカ旅

ぶらり途中下車の旅
駅スタンプの旅 けーぶるにっぽん　食・JAPAN 

★#1-5
東北トラベラー 日本一周！！駅弁ぐるめ旅

にっぽん津々浦  々
～甲信越編①～

鳥取県に旅立つヒーリング旅行/キム・ジョンミンのLovely鳥取/パク・チェジョンのエキサイティング鳥取/シン・スジのwhite鳥取/テギョン家族と行く鳥取旅行 ちば見聞録
地球絶景紀行

まるごと！北海道 ＜集中放送＞ いい伊豆みつけた 
1日- #396　★8.15日- #397　★22.29日- #398

大人のヨーロッパ街歩き（スウェーデン・フィンランド・エストニア）傑作選
まるごと！北海道 

1日- #15　8.22日- #16　★15.29日- #17
榊原郁恵の町のお嬢さん 

2日- #27　★9.23日- #29　16.30日- #28
HawaiiローカルNEWS！　1日- #80　15.29日- #81 
8.22日- 沖縄ローカルNEWS！　#85

大人旅スタイル 
2.9日- #78　★16.23日- #79

ワイルドスギちゃんが行く！グルメ見聞録
ちょっと贅沢！欧州列車旅行

ニッポン百年紀行 
2日- #10　★9.16日- #11　★23.30日- #12

新発見アメリカ旅 東京TOWNS 
2日- #65　9.23日- #66　★16.30日- #67

ぶらり途中下車の旅 世界遺産～時代の記憶～

1日- 秘境駅の旅　#6 
沖縄ローカルNEWS！Special 
8.29日- #6　15日- #7　★22日- #8

★2.16.30日- 
HawaiiローカルNEWS！　#81 
9.23日- 沖縄ローカルＮＥＷＳ！　#85

パティのメキシカン・クッキング 
★#7-11

ご当地ラーメン探訪 
2.9日- #18　★16.23日- #19

★30日- #20
まるごと！北海道 

3日- #15　10.24日- #16
17.31日- #17

いい伊豆みつけた 
4日- #396　11.18日- #397

25日- #398
東北トラベラー！ 

5.19日- #68　12.26日- #69
6.20日- 
HawaiiローカルNEWS！　#81 
13.27日- 沖縄ローカルNEWS！　#85 大人のヨーロッパ街歩き 世界ふれあい街歩き

★2.16日- 沖縄ローカルNEWS！　#85 
9.23日- HawaiiローカルNEWS！　#81 
30日- ピースボート　アフリカ編（～13:00）

ニッポン百年紀行 
3日- #10　10.17日- #11

24.31日- #12
榊原郁恵の町のお嬢さん 

4.18日- #28　11.25日- #29
東京TOWNS 

5日- #65　12.26日- #66
19日- #67

林家正蔵の今日も四時から飲み 
6日- #17　13.27日- #18

20日- #19
長崎ぶらぶら好き 

★#53-56
４Ｋシリーズ　Best of Japan 

3.17日- #7　10.24日- #8
31日- #6 ちょっと贅沢！欧州列車旅行

5日- 地球バス紀行　#13（～14:00） 
ご当地ラーメン探訪
12日- #18　19.26日- #19

パティのメキシカン・クッキング 
#7-10 ぶらり途中下車の旅 

★#336-339

8日- ピースボート　アフリカ編（～14:00） 
旅して温泉！北海道 
★15.22日- #1　★29日- #2

HawaiiローカルNEWS！Special 
2日- #20　9日- #21

16.30日- #22　★23日- #23
長崎ぶらぶら好き 

#53-57
平成酒どころめぐり 

12日- #6　19.26日- #7
旅猫ロマン 

6.13日- #36　20.27日- #37
平成酒どころめぐり 

★15.22日- #7　★29日- #8
４Ｋシリーズ 
キノイロ美瑛

北海道びえい絵巻

大人のヨーロッパ街歩き

4.18日- HawaiiローカルNEWS！　#81 
25日- 沖縄ローカルNEWS！　#85 
11日- ピースボート　アフリカ編（～15:00）

林家正蔵の今日も四時から飲み 
5日- #17　12.26日- #18

19日- #19
榊原郁恵の町のお嬢さん 

6.20日- #28　13.27日- #29
スギちゃんの旅はきまぐれ 

7.14日- #11　21.28日- #12
ぶらり途中下車の旅 大人のヨーロッパ街歩き4日- 秘境駅の旅　#6 

18.25日- 
旅して温泉！北海道　#1

４Ｋシリーズ　Best of Japan 
5.19日- #7　12.26日- #8

ニッポン百年紀行 
6日- #10　13.20日- #11

27日- #12
大人旅スタイル 

7.14日- #78　21.28日- #79
スギちゃんの旅はきまぐれ 

3.10日- #11　17.24日- #12
31日- #13

4日～ 地球絶景紀行（～16:00） 
18.25日- 
平成酒どころめぐり　#7

HawaiiローカルNEWS！Special 
5.19日- #22　12日- #21

26日- #23

京都暮らし 
13日- ピースボート　アフリカ編

（～16:00）

まるごと！北海道 
7日- #15　14.28日- #16

21日- #17

４Ｋシリーズ　Best of Japan 
1日- #6　★8.22日- #8　

15.29日- #7

旅猫ロマン 
2.9日- #36　★16.23日- #37

★30日- #38
ご当地ラーメン探訪 

3.10日- #18　17.24日- #19
31日- #20

旅猫ロマン 
18.25日- #37

沖縄ローカルNEWS！Special 
5.19日- #7　12日- #6

26日- #8

6日- 秘境駅の旅　#6 
20.27日- 
旅して温泉！北海道　#1

パティのメキシカン・クッキング 
#7-10 京都暮らし

スギちゃんの旅はきまぐれ 
★2.9日- #11

★16.23日- #12　★30日- #13

にっぽん津々浦  々
～甲信越編①～

まるごと！北海道 ＜集中放送＞
1日- ピースボート　アフリカ編（～17:00） 
8日～ 
けーぶるにっぽん　食・JAPAN　＃1-4

林家正蔵の今日も四時から飲み 
2日- #17　9.23日- #18

★16.30日- #19

太田和彦の日本百名居酒屋 日本一周！！駅弁ぐるめ旅 平成酒どころめぐり

大人のヨーロッパ街歩き（スウェーデン・フィンランド・エストニア）傑作選 地球絶景紀行
駅スタンプの旅

東北トラベラー

ワイルドスギちゃんが行く！グルメ見聞録
榊原郁恵の町のお嬢さん 
1日- #27　8.22日- #28

15.29日- #29
ちば見聞録

新発見アメリカ旅 大人旅スタイル 
★1.8日- #78　22.29日- #79

いい伊豆みつけた 
2日- #396　9.16日- #397

23.30日- #398

ぶらり途中下車の旅 世界遺産～時代の記憶～

ニッポン百年紀行 
1.8日- #10　15.22日- #11

29日- #12

まるごと！北海道 
2日- #15　9.23日- #16

16.30日- #17　
東京TOWNS 

1.15日- #65　8.29日- #66
22日- #67

2.16.30日- 
HawaiiローカルNEWS！　#81 
9.23日- 沖縄ローカルNEWS！　#85

まるごと！北海道 
3日- #15　10.24日- #16

17.31日- #17

いい伊豆みつけた 
4日- #396　11.18日- #397

25日- #398
東北トラベラー！ 

5.19日- #68　12.26日- #69
6.20日- 
HawaiiローカルNEWS！　#81 
13.27日- 沖縄ローカルNEWS！　#85 大人のヨーロッパ街歩き

沖縄ローカルＮＥＷＳ！
1日- #84　15.29日- #85 
8.22日- HawaiiローカルNEWS！　#81 ちょっと贅沢！欧州列車旅行ニッポン百年紀行 

3日- #10　10.17日- #11
24.31日- #12

榊原郁恵の町のお嬢さん 
4.18日- #28　11.25日- #29

東京TOWNS 
5日- #65　12.26日- #66

19日- #67

林家正蔵の今日も四時から飲み 
6日- #17　13.27日- #18

20日- #19

ご当地ラーメン探訪 
1日- #17　8.15日- #18

22.29日- #19
４Ｋシリーズ　Best of Japan 

3.17日- #7　10.24日- #8
31日- #6 ちょっと贅沢！欧州列車旅行

5日- 地球バス紀行　#13（～22:00） 
ご当地ラーメン探訪
12日- #18　19.26日- #19

パティのメキシカン・クッキング 
#7-10 ぶらり途中下車の旅 

#336-339 大人のヨーロッパ街歩き 世界ふれあい街歩き
長崎ぶらぶら好き 

#53-57
平成酒どころめぐり 

12日- #6　19.26日- #7
旅猫ロマン 

6.13日- #36　20.27日- #37

大人のヨーロッパ街歩き

4.18日-
 HawaiiローカルNEWS！　#81 
11.25日- 沖縄ローカルNEWS！　#85

林家正蔵の今日も四時から飲み 
5日- #17　12.26日- #18

19日- #19
榊原郁恵の町のお嬢さん 

6.20日- #28　13.27日- #29
スギちゃんの旅はきまぐれ 

7.14日- #11　21.28日- #12
HawaiiローカルNEWS！
1日- #80　15.29日- #81 
8.22日- 沖縄ローカルNEWS！　#85

2日～ キノイロ美瑛 
旅して温泉！北海道
16.23日- #1　30日- #2

4日- 秘境駅の旅　#6 
18.25日- 
旅して温泉！北海道　#1

４Ｋシリーズ　Best of Japan 
5.19日- #7　12.26日- #8

ニッポン百年紀行 
6日- #10　13.20日- #11

27日- #12
大人旅スタイル 

7.14日- #78　21.28日- #79
長崎ぶらぶら好き 

#52-56
平成酒どころめぐり 

2.9日- #6　16.23日- #7
30日- #8

スギちゃんの旅はきまぐれ 
3.10日- #11　17.24日- #12

31日- #13

4日- 地球絶景紀行（～0:00） 
平成酒どころめぐり
11日- #6　18.25日- #7

HawaiiローカルNEWS！Special 
5.19日- #22　12日- #21

26日- #23
京都暮らし

まるごと！北海道 
7日- #15　14.28日- #16

21日- #17

林家正蔵の今日も四時から飲み 
1.15日- #17　8.29日- #18

22日- #19 ぶらり途中下車の旅ご当地ラーメン探訪 
3.10日- #18　17.24日- #19

31日- #20
旅猫ロマン 

11日- #36　18.25日- #37
沖縄ローカルNEWS！Special 

5.19日- #7　12日- #6
26日- #8

6日- 秘境駅の旅　#6 
20.27日- 
旅して温泉！北海道　#1

パティのメキシカン・クッキング 
#7-10 平成酒どころめぐり

にっぽん津々浦  々
～甲信越編①～

まるごと！北海道 ＜集中放送＞
旅猫ロマン 

1日- #35　8.15日- #36
22.29日- #37

４Kシリーズ　Best of Japan 
2.23日- #7　9.30日- #8

16日- #6　

太田和彦の日本百名居酒屋
スギちゃんの旅はきまぐれ 
1日- #10　8.15日- #11

22.29日- #12
京都暮らし

大人のヨーロッパ街歩き（スウェーデン・フィンランド・エストニア）傑作選 ローカル線らーめん探訪！

まるごと！北海道 
10.24日- #16　17.31日- #17

いい伊豆みつけた 
4日- #396　11.18日- #397　

25日- #398
東北トラベラー！ 

5.19日- #68　12.26日- #69
6.20日- 
HawaiiローカルNEWS！　#81 
13.27日- 沖縄ローカルNEWS！　#85 大人のヨーロッパ街歩き 東京TOWNS

ニッポン百年紀行 
10.17日- #11　24.31日- #12

榊原郁恵の町のお嬢さん 
4.18日- #28　11.25日- #29

東京TOWNS 
5日- #65　12.26日- #66

19日- #67

林家正蔵の今日も四時から飲み 
6日- #17　13.27日- #18

20日- #19
４Ｋシリーズ　Best of Japan 

10.24日- #8　17日- #7
31日- #6 ちょっと贅沢！欧州列車旅行

5日- 地球バス紀行　#13（～4:00） 
ご当地ラーメン探訪
12日- #18　19.26日- #19

パティのメキシカン・クッキング 
#7-10 ぶらり途中下車の旅 

#336-339 世界のファンタスティック・フェスティバル
長崎ぶらぶら好き 

#54-57
平成酒どころめぐり 

12日- #6　19.26日- #7
旅猫ロマン 

6.13日- #36　20.27日- #37

大人のヨーロッパ街歩き
4.18日- HawaiiローカルNEWS！　#81 
11.25日- 沖縄ローカルNEWS！　#85

林家正蔵の今日も四時から飲み 
5日- #17　12.26日- #18　19日- #19

榊原郁恵の町のお嬢さん 
6.20日- #28　13.27日- #29

スギちゃんの旅はきまぐれ 
7.14日- #11　21.28日- #12 鳥取県に旅立つヒーリング旅行/キム・ジョンミンのLovely鳥取

パク・チェジョンのエキサイティング鳥取 
シン・スジのwhite鳥取/テギョン家族と行く鳥取旅行4日- 秘境駅の旅　#6 

18.25日- 旅して温泉！北海道　#1
４Ｋシリーズ　Best of Japan 

5.19日- #7　12.26日- #8
ニッポン百年紀行 

6日- #10　13.20日- #11　27日- #12
大人旅スタイル 

7.14日- #78　21.28日- #79
スギちゃんの旅はきまぐれ 

10日- #11　17.24日- #12　31日- #13
4日- 地球絶景紀行（～6:00） 
平成酒どころめぐり　11日- #6　18.25日- #7

HawaiiローカルNEWS！Special 
5.19日- #22　12日- #21　26日- #23 京都暮らし まるごと！北海道 

7日- #15　14.28日- #16　21日- #17 ちば見聞録ご当地ラーメン探訪 
10日- #18　17.24日- #19　31日- #20

旅猫ロマン 
11日- #36　18.25日- #37

沖縄ローカルNEWS！Special 
5.19日- #7　12日- #6　26日- #8

6日- 秘境駅の旅　#6 
20.27日- 旅して温泉！北海道　#1

パティのメキシカン・クッキング 
#7-10

※7/３日（月）25:00～翌7:00　メンテナンスのため停波

TABI CHANNEL TIMETABLE  2017 July

MON  3.10.17.24.31 TUE   4.11.18.25 WED    5.12.19.26 THU    6.13.20.27 FRI    7.14.21.28 SAT   1.8.15.22.29 SUN   2.9.16.23.30
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