
旅チャンネル
日本で唯一の旅専門チャンネル

PROGRAM GUIDE

2017
December12

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！

榊原郁恵の町のお嬢さん

榊原郁恵が毎回、全国各地を散策して地元の人達とふれあいながら、その町で輝く女性“町のお
嬢さん”を探す旅へ！町を歩きながら出会った人達との会話では、笑顔はもちろん、ときにはホロ
リとこぼれるような涙も…。ゆったりとした土地の風情や街並みなども紹介しながら、地元の人
達とのふれあいの旅をお届けします。

#34 愛知県東海市 〈協力：知多メディアスネットワーク（愛知県）〉

12/10［日］午前9:00～他
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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!

12/10［日］午後8:00～他

旅チャンネル4Kシリーズ
『ヨーロッパトレッキング紀行』

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！トレッキングを通して出会うヨーロッパ！のん
びり楽しむ山歩きの旅をお送りします！

#1　フランス　シャモニー・モンブラン

12/16［土］午後3:30～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！

#25　カイルアで暮らす～ここが私のハワイ～

12/10・24［日］午前10:00～他

スギちゃんの旅はワイルド！

旅が大好きスギちゃんが、様々な人々や出来事に出合う
ふれあい旅へ！

#3　ワイルドスギちゃん南国土佐でワイルド探検だぜぇ！ 
#4　月の名所は桂浜で龍馬と出会い何を思うワイルドスギちゃんだぜぇ！

12/17［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”オススメの
お店をご紹介！

#24　総集編

12/30［土］・31［日］深夜1:00～

年越し一挙放送！「髙嶋政宏の旅番長」

俳優・髙嶋政宏が自ら企画した旅番組。これまでお送りした３つのシ
リーズと特別番組を一挙放送！

カンボジア縦断トゥクトゥク紀行①～④　
髙嶋政宏の旅番長　旅の裏側見せますスペシャル
激走のスリランカ編①～④
熱風！アジア縦断編①～⑧

毎週［日］午後9:00～他　※12/10［日］放送開始

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！

#344　東武東上線
#345　京王線
#346　横浜線
#347　高崎線

12/2・16［土］午前8:00～他

大人旅行

極上の旅空間を紹介する、日常では味わうことの出来ない
大人の旅をお届けします！

#15　北欧三都物語
#16　世界遺産の旅

毎週［日］午後9:00～他

地球絶景紀行

素晴らしい景色、息づく動物たちの生態、
万物の営み、人間ドラマなどをお届けします。

#26　エメラルドの庭園 
          プリトヴィッチェ／クロアチア

毎週［日］午後11:00～他

世界ふれあい街歩き

世界中の街を歩いているような感覚で旅情をお届けする新感覚の紀
行番組！

#83　オーデンセ　
#84　アントワープ　
#85　ルクセンブルク　
#86　ポートルイス　
#87　ランパーン　

12/16［土］午前9:00～他

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！

#22　根室

毎週［日］午後1:00～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！

#18　家族でフィエスタ
#19　アメリカ定番料理パティ流
#20　夫への愛情たっぷり料理
#21　アジア風メキシカン
#22　ポットラックパーティー

12/10［日］午後0:30～他

京都よろづ観光帖

多くの人々を魅了している京都のいろいろ、
“よろづ（万）のこと”をシリーズで紹介します。

#3

12/2［土］午前6:00～他

東北さんぽ

のんびりぶら～り東北さんぽ。
３人の癒し系旅人が“のんぶら～”と巡ります。

#2　福島県　～白河周辺さんぽ～後編　

12/10・24［日］午後5:00～他

日本一周！！駅弁ぐるめ旅

旅の楽しみのひとつ“駅弁”をテーマに、
日本各地を旅します！

#18　東海道本線沿線の駅弁 ２　　
#19　山陰本線沿線の駅弁 1

毎週［日］午前7:00～他

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！

#23　日本酒発祥の地から再び魅力を 〈制作：出雲ケーブルビジョン（島根県）〉
#24　心を食す～となみ野のほんこさま～ 〈制作：となみ衛星通信テレビ（富山県）〉
※制作時局名

12/9・23［土］午後1:00～他

秘境駅の旅

利用者が少なく、山奥や荒れ地の中に
ひっそりと残る駅“秘境駅”の魅力を紹介します！。

#11　南海電鉄高野線　
          紀伊細川駅と紀伊神谷駅への旅　
#12　高徳線阿波大宮駅と土讃線坪尻駅への旅

12/4［月］深夜0:00～他
旅猫ロマン

#35　絶景 西伊豆

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“東海２”

（静岡県）を紹介します。

12/17［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！

#72　虎ノ門

12/3［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！

#90　12月号

12/3［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！
旬な情報はこの番組で要チェック！！

#86　Dec.2017
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12/10［日］午後8:00～他
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落語家林家正蔵の楽しみ“四時から飲み”オススメの
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#24　総集編

12/30［土］・31［日］深夜1:00～

年越し一挙放送！「髙嶋政宏の旅番長」

俳優・髙嶋政宏が自ら企画した旅番組。これまでお送りした３つのシ
リーズと特別番組を一挙放送！
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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！
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12/2・16［土］午前8:00～他

大人旅行

極上の旅空間を紹介する、日常では味わうことの出来ない
大人の旅をお届けします！

#15　北欧三都物語
#16　世界遺産の旅

毎週［日］午後9:00～他

地球絶景紀行

素晴らしい景色、息づく動物たちの生態、
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毎週［日］午後1:00～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！
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12/10［日］午後0:30～他
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多くの人々を魅了している京都のいろいろ、
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のんびりぶら～り東北さんぽ。
３人の癒し系旅人が“のんぶら～”と巡ります。
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旅の楽しみのひとつ“駅弁”をテーマに、
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#18　東海道本線沿線の駅弁 ２　　
#19　山陰本線沿線の駅弁 1
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※制作時局名

12/9・23［土］午後1:00～他

秘境駅の旅

利用者が少なく、山奥や荒れ地の中に
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★新作

ＨＥＬＬＯ！女子キャンプ がんばろう！日本　（東北番組）
 
★2日- 6:00〜 東北さんぽ #2新発見　アメリカ旅！

「世界ふれあい街歩き」　一挙放送　
日本一周！！駅弁ぐるめ旅　2.9日- #17

16.23日- #18　30日- #19 3日〜  けーぶるにっぽん食・JAPAN
（〜7:30）★#23-24

17日〜 長崎ぶらぶら好き東北さんぽ

にっぽん津々浦  々
～東海編②～

ご当地ラーメン探訪　集中放送 大人旅行 
★2.9日- #15　★16.23日- #16 ４Ｋシリーズ　日本四季菜彩

東北トラベラー！ いい伊豆みつけた　2日- #406
★9.16日- #407　★23.30日- #408

大人のヨーロッパ街歩き（ハンガリー・ルーマニア・ドイツ）傑作選
まるごと！北海道　2日- #20

9.23日- #21　★16.30日- #22
榊原郁恵の町のお嬢さん　3日- #32
★10.24日- #34　17.31日- #33

HawaiiローカルNEWS！ 2日- #85　16.30日- #86 
9.23日- 沖縄ローカルNEWS！ #90 ニッポン百年紀行

ＨＥＬＬＯ！女子キャンプ 9日- ピースボート　世界一周クルーズ 
４Kシリーズ　ヨーロッパ
トレッキング紀行　16.30日- #1

スギちゃんの旅はワイルド！　3日- #2
★10.17日- #3　★24.31日- #4

新発見　アメリカ旅！ 東京ＴＯＷＮＳ　3日- #70
10.24日- #71　★17.31日- #72

「世界ふれあい街歩き」　一挙放送 全国秘境駅ファイル２

★3.17日- HawaiiローカルNEWS！ #86 
10.24日- 沖縄ローカルNEWS！ #90 
31日- 最新ソウルの旅（〜12:00）

平成酒どころめぐり

まるごと！北海道 
4日- #20　11.25日- #21

18日- #22

いい伊豆みつけた 
5日- #406　12.19日- #407

26日- #408
東北さんぽ 

6.20日- #2　13.27日- #1
7.21日-  
HawaiiローカルNEWS！ #86 
14.28日- 沖縄ローカルNEWS！ #90 大人のヨーロッパ街歩き

2日〜 地球絶景紀行　#25-26 
 
16日〜  ぶらり途中下車の旅 

#344-346

★3.31日- 沖縄ローカルNEWS！ #90 
10.24日- HawaiiローカルNEWS！ #86 
17日- ピースボート（〜13:00）

スギちゃんの旅はワイルド！ 
4日- #2　11.18日- #3

25日- #4
榊原郁恵の町のお嬢さん 

5.19日- #33　12.26日- #34
東京ＴＯＷＮＳ 

6日- #70　13.27日- #71
20日- #72

林家正蔵の今日も四時から飲み 
7日- #22　14.28日- #23

21日- #24

京都よろづ観光帖 
3日- #1　★10.24日- #3

31日- #2

四国　歩き遍路の旅 ４Kシリーズ　ヨーロッパ
トレッキング紀行 12.26日- #1 
5日- 錦秋の韓国おとな旅 
19日-  ピースボート　 

世界一周クルーズ

地球バス紀行
旅猫ロマン

ぶらり途中下車の旅

秘境駅の旅 
2日- #10　★9.16日- #11

★23.30日- #12
パティのメキシカン・クッキング 

★#18-22

けーぶるにっぽん　食・JAPAN
秘境駅の旅 

7日- #10　14.21日- #11
28日- #12

旅猫ロマン 日本伝統温泉の旅

大人のヨーロッパ街歩き

5.19日- 
HawaiiローカルNEWS！ #86 
12.26日- 沖縄ローカルNEWS！ #90

林家正蔵の今日も四時から飲み 
6日- #22　13.27日- #23

20日- #24
榊原郁恵の町のお嬢さん 

7.21日- #33　14.28日- #34 長崎ぶらぶら好き
世界ふれあい街歩き 

#82-86 大人のヨーロッパ街歩き
京都よろづ観光帖 

5.19日- #2　12.26日- #3 四国　歩き遍路の旅
スギちゃんの旅はワイルド！ 
7日- #2　14.21日- #3

28日- #4
京都暮らし

4日-  ４Ｋシリーズ 
日本の夜景 #6

11日〜 旅して温泉！北海道 地球絶景紀行

HawaiiローカルNEWS！
Special

7日- 四国　歩き遍路の旅 #12 
14日〜  
４Ｋシリーズ　日本の夜景

まるごと！北海道 
1.15日- #20　8.29日- #21

22日- #22
四国　歩き遍路の旅 ご当地ラーメン探訪

秘境駅の旅 
4日- #10　11.18日- #11

25日- #12
大人旅行 

6.13日- #15　20.27日- #16 日本伝統温泉の旅
1.8日-  ４Ｋシリーズ日本の夜景 #6
15日〜 
パティのメキシカン・クッキング

HawaiiローカルNEWS！Special 
2日- #23　9.23日- #24

★16.30日- #25

3日- ４Ｋシリーズ　日本の夜景 #6 
10日〜 
４Ｋシリーズ　Best of Japan

にっぽん津々浦  々
～東海編②～

ご当地ラーメン探訪　集中放送 2日〜 
けーぶるにっぽん食・JAPAN

（〜16:30） #22-24 
 
23日〜 長崎ぶらぶら好き

林家正蔵の今日も四時から飲み 
3.24日- #23　★17.31日- #24 
10日- 最新ソウルの旅（〜17:00）

太田和彦の日本百名居酒屋
3日- 四国　歩き遍路の旅 #12 
17日〜 
４Ｋシリーズ　日本の夜景

大人のヨーロッパ街歩き（ハンガリー・ルーマニア・ドイツ）傑作選

2日〜 長崎ぶらぶら好き 
16日-  堀江貴文オススメ！ 

最新ソウルの旅
23日- 錦秋の韓国おとな旅 
30日-  ピースボート　 

世界一周クルーズ

日本一周！！駅弁ぐるめ旅 
3日- #17　★10.17日- #18

★24.31日- #19

東北さんぽ

ＨＥＬＬＯ！女子キャンプ
榊原郁恵の町のお嬢さん 
2日- #32　9.23日- #33

16.30日- #34
大人旅行 

3.10日- #15　17.24日- #16

新発見　アメリカ旅！ ニッポン百年紀行
いい伊豆みつけた 

3日- #406　10.17日- #407
24.31日- #408

「世界ふれあい街歩き」　一挙放送

スギちゃんの旅はワイルド！ 
2.9日- #2　16.23日- #3

30日- #4

まるごと！北海道 
3日- #20　10.24日- #21

17.31日- #22
東京ＴＯＷＮＳ 

2.16日- #70　9.30日- #71
23日- #72

3.17.31日- 
HawaiiローカルNEWS！ #86 
10.24日- 沖縄ローカルNEWS！ #90

まるごと！北海道 
4日- #20　11.25日- #21

18日- #22

いい伊豆みつけた 
5日- #406　12.19日- #407

26日- #408
東北さんぽ 

6.20日- #2　13.27日- #1
7.21日- 
HawaiiローカルNEWS！ #86 
14.28日- 沖縄ローカルNEWS！ #90 大人のヨーロッパ街歩き

沖縄ローカルNEWS！　
2日- #89　16.30日- #90 
9.23日- HawaiiローカルNEWS！ #86

3日-   堀江貴文オススメ！ 
最新ソウルの旅 

４Kシリーズ
ヨーロッパトレッキング紀行 
★10.24日- #1

スギちゃんの旅はワイルド！ 
4日- #2　11.18日- #3

25日- #4
榊原郁恵の町のお嬢さん 

5.19日- #33　12.26日- #34
東京ＴＯＷＮＳ 

6日- #70　13.27日- #71
20日- #72

林家正蔵の今日も四時から飲み 
7日- #22　14.28日- #23

21日- #24
平成酒どころめぐり

四国　歩き遍路の旅 5日-  堀江貴文オススメ！ 
最新ソウルの旅

４Kシリーズ 
ヨーロッパトレッキング紀行 
12.26日- #1

地球バス紀行
旅猫ロマン

ぶらり途中下車の旅 大人のヨーロッパ街歩き
★3日- 地球絶景紀行 #26 
 
10日〜 ぶらり途中下車の旅 
★#344-347けーぶるにっぽん　食・JAPAN

秘境駅の旅 
7日- #10　14.21日- #11

28日- #12

大人のヨーロッパ街歩き

5.19日- 
HawaiiローカルNEWS！ #86 
12.26日- 沖縄ローカルNEWS！ #90

林家正蔵の今日も四時から飲み 
6日- #22　13.27日- #23

20日- #24
榊原郁恵の町のお嬢さん 

7.21日- #33　14.28日- #34 長崎ぶらぶら好き
HawaiiローカルNEWS！　
2日- #85　16.30日- #86 
9.23日- 沖縄ローカルNEWS！ #90

秘境駅の旅 
3日- #10　10.17日- #11

24.31日- #12
京都よろづ観光帖 

5.19日- #2　12.26日- #3 四国　歩き遍路の旅
スギちゃんの旅はワイルド！ 
7日- #2　14.21日- #3

28日- #4
京都暮らし

京都よろづ観光帖 
2日- #1　9.23日- #2

16.30日- #3
旅猫ロマン

4日-  ４Ｋシリーズ　 
日本の夜景 #6

11日〜 旅して温泉！北海道 地球絶景紀行

HawaiiローカルNEWS！
Special

7日- 四国　歩き遍路の旅 #12 
14日〜 
４Ｋシリーズ　日本の夜景

まるごと！北海道 
1.15日- #20　8.29日- #21

22日- #22

林家正蔵の今日も四時から飲み 
2.16日- #22　9.30日- #23

23日- #24 世界ふれあい街歩き 
★#83-87秘境駅の旅 

4日- #10　11.18日- #11
25日- #12

大人旅行 
6.13日- #15　20.27日- #16 日本伝統温泉の旅

1.8日- ４Ｋシリーズ　日本の夜景 #6 
15日〜 
パティのメキシカン・クッキング

2.9日- 四国　歩き遍路の旅 #12 
16日〜  
４Ｋシリーズ　日本の夜景

にっぽん津々浦  々
～東海編②～

ご当地ラーメン探訪　集中放送 ご当地ラーメン探訪 四国　歩き遍路の旅

太田和彦の日本百名居酒屋
2日- ４Ｋシリーズ　日本の夜景 #6 
9日〜  ４Ｋシリーズ　 

Best of Japan

HawaiiローカルNEWS！Special 
3.17日- #24　10.31日- #23　

24日- #25

大人のヨーロッパ街歩き（ハンガリー・ルーマニア・ドイツ）傑作選 ローカル線らーめん探訪！

まるごと！北海道 
4日- #20　11.25日- #21

18日- #22

いい伊豆みつけた 
5日- #406　12.19日- #407

26日- #408
東北さんぽ 

6.20日- #2　13.27日- #1
7.21日- 
HawaiiローカルNEWS！ #86 
14.28日- 沖縄ローカルNEWS！ #90 大人のヨーロッパ街歩き 東京ＴＯＷＮＳスギちゃんの旅はワイルド！ 

4日- #2　11.18日- #3
25日- #4

榊原郁恵の町のお嬢さん 
5.19日- #33　12.26日- #34

東京ＴＯＷＮＳ 
6日- #70　13.27日- #71

20日- #72

林家正蔵の今日も四時から飲み 
7日- #22　14.28日- #23

21日- #24

四国　歩き遍路の旅 ４Kシリーズ 
ヨーロッパトレッキング紀行 

12.26日- #1
地球バス紀行

旅猫ロマン
ぶらり途中下車の旅 大阪ＴＯＷＮＳ

けーぶるにっぽん　食・JAPAN
秘境駅の旅 

7日- #10　14.21日- #11
28日- #12

大人のヨーロッパ街歩き
5.19日- HawaiiローカルNEWS！ #86 
12.26日- 沖縄ローカルNEWS！ #90

林家正蔵の今日も四時から飲み 
6日- #22　13.27日- #23　20日- #24

榊原郁恵の町のお嬢さん 
7.21日- #33　14.28日- #34 長崎ぶらぶら好き

大好き！野天湯京都よろづ観光帖 
5.19日- #2　12.26日- #3 四国　歩き遍路の旅 スギちゃんの旅はワイルド！ 

7日- #2　14.21日- #3　28日- #4 京都暮らし
4日- ４Ｋシリーズ　日本の夜景 #6 
11日〜 旅して温泉！北海道 地球絶景紀行

HawaiiローカルNEWS！Special 7日- 四国　歩き遍路の旅 #12 
14日〜 ４Ｋシリーズ　日本の夜景

まるごと！北海道 
1.15日- #20　8.29日- #21　22日- #22 タウン誌の旅秘境駅の旅 

4日- #10　11.18日- #11　25日- #12
大人旅行 

6.13日- #15　20.27日- #16 日本伝統温泉の旅 1.8日- ４Ｋシリーズ　日本の夜景 #6 
15日〜 パティのメキシカン・クッキング

27日～　年末スペシャル
「ちょっと贅沢！欧州列車旅行」傑作選　～美景！絶景！感動のスイス横断 編

26日～　年末スペシャル
　「ちょっと贅沢！欧州列車旅行」傑作選　～美景！絶景！感動のスイス横断 編

25日～　年末スペシャル
　「ちょっと贅沢！欧州列車旅行」傑作選　～美景！絶景！感動のスイス横断 編

23.24日
1:00～4:00

クリスマスSP
「大人のヨーロッパ

街歩き」

チェコ編/イタリア編
３話連続放送！

30.31日
1:00～6:00

年越し一挙放送！
「髙嶋政宏の旅番長」

TABI CHANNEL TIMETABLE  2017 December

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

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12
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4 4

5 5

6 6

7 7
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11 11
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