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落語家林家正蔵の楽しみ“四時から飲み”オススメのお店をご紹介！
エッセイストの平松洋子をゲストに迎えた特別編をお送りします！

番組開始から3年目を迎え、これまでお送りしたエピソードを集中放送！　
［火］～［金］午後4:00～、深夜0:00～他　※1/5［金］放送開始

林家正蔵の今日も四時から飲み

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！
ゲストのブラザートムと立川の酒どころを巡ります！

#13　東京都多摩　その１
#14　東京都多摩　その２

1/14・28［日］午前11:30～他

落語家林家正蔵。昼の高座を終え向かうのは、ひとり飲み。時間はまだ日も高い午後四時。
正蔵いわく、「世間様に申し訳ねぇ」と、少しだけ頭を下げつつ飲む一杯の旨さ！
“四時から飲み”を楽しんでいる林家正蔵がおすすめのお店を訪れてご紹介します。

#25　武蔵小金井・大黒屋

1/21［日］午後4:00～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!

東京TOWNS　～私の街案内～
1/21［日］午前10:30～他
東京の魅力をお届けする地元密着のタウンガイド番組！

#73 銀座　みゆき通り・数寄屋橋

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。

#4

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！

#23　ヒニッチ家のブランチ
#24　メキシコ風イタリアン
#25　女子パーティー
#26　ピニャータパーティー

京都よろづ観光帖
1/14［日］午後0:30～他

パティのメキシカン・クッキング
毎週［日］午後1:00～他

ご当地ラーメン探訪
1/14［日］午後3:00～他
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！

#25　喜多方ラーメン

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！

#5　スギちゃん伊豆河津で体験旅だぜぇ！
#6　スギちゃん南伊豆出会い旅だぜぇ！

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！

#35　総集編⑤

スギちゃんの旅はワイルド！
1/7・21［日］午前10:00～他

榊原郁恵の町のお嬢さん
1/14［日］午前9:00～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』
1/14［日］午後8:00～他
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！

#2　スペイン　バルセロナ

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！

#88　コルフ
#89　ニューカレドニア
#90　グアダラハラ
#91　リスボン

身近な駅や街の新たな魅力を再発見する旅＆情報番組！

#348　横須賀線
#349　東海道線
#350　東急多摩川線・目黒線
#351　日比谷線

世界ふれあい街歩き
毎週［日］午後11:00～他

ぶらり途中下車の旅
毎週［日］午後9:00～他 1/7・21［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！

#20　ＩＲいしかわ鉄道・あいの風とやま鉄道沿線の駅弁　
#21　山陰本線沿線の駅弁 2

1/7［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！！

#87　Jan.2018

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３”

（愛知・三重県）を紹介します。

1/1［月］午前9:00～他
平成酒どころめぐり

＃11　三重県鈴鹿　その１

旅猫ロマン
1/21・28［日］午後10:30～他
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！

#43　花の房総半島
#44　猫がもてなす農家民宿

旅して温泉！北海道
1/13・27［土］午後1:00～他
“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！

#7　羅臼温泉
#8　ウトロ羅臼温泉

まるごと！北海道
1/20［土］午前9:00～他
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！

#23　知床・羅臼

東北さんぽ
1/6［土］午前6:00～他
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。

#3　岩手県　～盛岡周辺さんぽ～
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★新作

ＨＥＬＬＯ！女子キャンプ　/　新発見　アメリカ旅！ 
 

地球絶景紀行

がんばろう！日本　（東北番組） 
 

★6日- 6:00～　東北さんぽ　#3
～至極の温泉特集～　「てくてく湯るり」 一挙放送 日本一周！！駅弁ぐるめ旅 

6日- #19　13.20日- #20　27日- #21 長崎ぶらぶら好き
～至極の温泉特集～　「大好き！野天湯」「旅して温泉！北海道」 集中放送 東北さんぽ

にっぽん津々浦  々
～東海編③～

3日- ピースボート　世界一周クルーズ（～9:00）　祝！放送3年め突入！「林家正蔵の今日も四時から飲み」 集中放送 大人旅行
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 
★13.20日- #409　★27日- #410

大人のヨーロッパ街歩き（イギリス・アイルランド・ノルウェー・スェーデン）傑作選
まるごと！北海道 

6日- #21　13.27日- #22　★20日- #23
榊原郁恵の町のお嬢さん 

7.21日- #34　★14.28日- #35
HawaiiローカルNEWS！ 駅スタンプの旅

ＨＥＬＬＯ！女子キャンプ　/　新発見　アメリカ旅！ 
 

世界ふれあい街歩き

４Kシリーズ 
ヨーロッパトレッキング紀行 
13.27日- #1　20日- #2

スギちゃんの旅はワイルド！ 
★7.14日- #5　★21.28日- #6

東京ＴＯＷＮＳ 
7日- #71　14.28日- #72　★21日- #73

～至極の温泉特集～　「てくてく湯るり」一挙放送
全国秘境駅ファイル3

HawaiiローカルNEWS！ 
★7.21日- #87　14.28日- #86

～至極の温泉特集～　「大好き！野天湯」「旅して温泉！北海道」集中放送
平成酒どころめぐり 

7日- #12　★14.21日- #13　
★28日- #14

まるごと！北海道 
1.15日- #21　8.29日- #22　

22日- #23

いい伊豆みつけた 
2日- #408　16.23日- #409　

30日- #410

東北さんぽ 
3.24日- #2　10.31日- #3　

17日- #1
HawaiiローカルNEWS！ 

4.18日- #86　11.25日- #87
大人のヨーロッパ街歩き ぶらり途中下車の旅 

#347-350

沖縄ローカルNEWS！Special

スギちゃんの旅はワイルド！ 
1日- #4　8.15日- #5　

22.29日- #6

榊原郁恵の町のお嬢さん 
2日- #33　9.23日- #34　

16.30日- #35

東京ＴＯＷＮＳ 
3.17日- #71　10.31日- #72　

24日- #73

林家正蔵の今日も四時から飲み 
4.18日- #24　11日- #23　

25日- #25
京都よろづ観光帖 

7.21日- #3　★14.28日- #4

四国　歩き遍路の旅
2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 
9.23日- #1　16.30日- #2

ご当地ラーメン探訪 
17.31日- #25　24日- #24　

旅猫ロマン 
4日- #41　11.18日- #42　

25日- #43 ぶらり途中下車の旅

旅して温泉！北海道 
6日- #6　★13.20日- #7　

★27日- #8
パティのメキシカン・クッキング 

★#23-26

けーぶるにっぽん　食・JAPAN 平成酒どころめぐり 
17.24日- #13　31日- #14

旅して温泉！北海道 
11日- #6　18.25日- #7

旅猫ロマン 
#40-43 ４Ｋシリーズ　キノイロ美瑛

大人のヨーロッパ街歩き

HawaiiローカルNEWS！ 
2.16日- #86　9.23日- #87 
30日- ピースボート（～15:00）

林家正蔵の今日も四時から飲み 
3.17日- #23　10.31日- #24　

24日- #25

榊原郁恵の町のお嬢さん 
4日- #33　11.25日- #34　

18日- #35
HawaiiローカルNEWS！

Special 世界ふれあい街歩き 
#87-90 大人のヨーロッパ街歩き京都よろづ観光帖 

2日- #2　9.23日- #3　
16日- #4

四国　歩き遍路の旅
スギちゃんの旅はワイルド！ 
4日- #4　11.18日- #5　

25日- #6
秘境駅の旅

旅して温泉！北海道 
#4-8

平成酒どころめぐり 
9日- #12　16.23日- #13　

30日- #14 世界ふれあい街歩き
４Ｋシリーズ　日本の夜景

まるごと！北海道 
5.19日- #22　12日- #21　

26日- #23
四国　歩き遍路の旅 ご当地ラーメン探訪 

7.21日- #24　★14.28日- #25

ご当地ラーメン探訪 
8.22日- #24　15.29日- #25

9日～ 旅猫ロマン 
#41-44 ４Ｋシリーズ　キノイロ美瑛 パティのメキシカン・クッキング HawaiiローカルNEWS！

Special ４Ｋシリーズ　Best of Japan

にっぽん津々浦  々
～東海編③～

祝！放送3年め突入！「林家正蔵の今日も四時から飲み」 集中放送
長崎ぶらぶら好き

林家正蔵の今日も四時から飲み 
7日- #23　14日- #24　★21日- #25 
28日- ピースボート（～17:00）

太田和彦の日本百名居酒屋 ４Ｋシリーズ　日本の夜景

大人のヨーロッパ街歩き（イギリス・アイルランド・ノルウェー・スェーデン）傑作選 ４Ｋシリーズ　日本四季菜彩

日本一周！！駅弁ぐるめ旅 
★7.14日- #20　★21.28日- #21

東北さんぽ

ＨＥＬＬＯ！女子キャンプ　/　新発見　アメリカ旅！ 
 

世界ふれあい街歩き

榊原郁恵の町のお嬢さん 
6日- #33　13.27日- #34　

20日- #35
大人旅行

駅スタンプの旅 いい伊豆みつけた 
14.21日- #409　28日- #410

～至極の温泉特集～　「てくてく湯るり」一挙放送
スギちゃんの旅はワイルド！ 
6日- #4　13.20日- #5　

27日- #6

まるごと！北海道 
7日- #21　14.28日- #22　

21日- #23

～至極の温泉特集～　「大好き！野天湯」「旅して温泉！北海道」集中放送
東京ＴＯＷＮＳ 

6.20日- #72　13日- #71　
27日- #73

HawaiiローカルNEWS！

まるごと！北海道 
1.15日- #21　8.29日- #22　

22日- #23

いい伊豆みつけた 
2日- #408　16.23日- #409　

30日- #410

東北さんぽ 
3.24日- #2　10.31日- #3　

17日- #1
HawaiiローカルNEWS！ 

4.18日- #86　11.25日- #87
大人のヨーロッパ街歩き

HawaiiローカルNEWS！ 
6.20日- #86　13.27日- #87 ４Kシリーズ　

ヨーロッパトレッキング紀行 
7.21日- #1　★14.28日- #2スギちゃんの旅はワイルド！ 

1日- #4　8.15日- #5　
22.29日- #6

榊原郁恵の町のお嬢さん 
2日- #33　9.23日- #34　

16.30日- #35

東京ＴＯＷＮＳ 
3.17日- #71　10.31日- #72　

24日- #73

林家正蔵の今日も四時から飲み 
4.18日- #24　11日- #23　

25日- #25
平成酒どころめぐり 

6.13日- #12　20.27日- #13

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 
9.23日- #1　16.30日- #2

ご当地ラーメン探訪 
17.31日- #25　24日- #24　

旅猫ロマン 
4日- #41　11.18日- #42　

25日- #43 ぶらり途中下車の旅 大人のヨーロッパ街歩き ぶらり途中下車の旅 
★#348-351

けーぶるにっぽん　食・JAPAN 平成酒どころめぐり 
17.24日- #13　31日- #14

旅して温泉！北海道 
11日- #6　18.25日- #7

大人のヨーロッパ街歩き

HawaiiローカルNEWS！ 
2.16日- #86　9.23日- #87

林家正蔵の今日も四時から飲み 
3.17日- #23　10.31日- #24　

24日- #25

榊原郁恵の町のお嬢さん 
4日- #33　11.25日- #34　

18日- #35
HawaiiローカルNEWS！

Special 沖縄ローカルNEWS！Special
旅して温泉！北海道 

7日- #6　14.21日- #7　
28日- #8

京都よろづ観光帖 
2日- #2　9.23日- #3　

16.30日- #4
四国　歩き遍路の旅

スギちゃんの旅はワイルド！ 
4日- #4　11.18日- #5　

25日- #6
秘境駅の旅

京都よろづ観光帖 
6日- #2　13.27日- #3　

20日- #4

旅猫ロマン 
7日- #41　14日- #42　

★21日- #43　★28日- #44
旅して温泉！北海道 

#4-8
平成酒どころめぐり 

9日- #12　16.23日- #13　
30日- #14 世界ふれあい街歩き

４Ｋシリーズ　日本の夜景
まるごと！北海道 

5.19日- #22　12日- #21　
26日- #23

林家正蔵の今日も四時から飲み 
6.20日- #24　13日- #23　

27日- #25 世界ふれあい街歩き 
★#88- 91ご当地ラーメン探訪 

8.22日- #24　15.29日- #25
9日～ 旅猫ロマン 

#41-44 ４Ｋシリーズ　キノイロ美瑛 パティのメキシカン・クッキング ４Ｋシリーズ　日本の夜景

にっぽん津々浦  々
～東海編③～

祝！放送3年め突入！「林家正蔵の今日も四時から飲み」 集中放送
ご当地ラーメン探訪 

6日- #23　13.27日- #24　
20日- #25

四国　歩き遍路の旅

太田和彦の日本百名居酒屋 ４Ｋシリーズ　Best of Japan HawaiiローカルNEWS！
Special

大人のヨーロッパ街歩き（イギリス・アイルランド・ノルウェー・スェーデン）傑作選 彩発見！ドリーム韓国

まるごと！北海道 
1.15日- #21　8.29日- #22　

22日- #23

いい伊豆みつけた 
2日- #408　16日- #409　

30日- #410

東北さんぽ 
3.24日- #2　10.31日- #3　

17日- #1
HawaiiローカルNEWS！ 

4.18日- #86　11.25日- #87
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！ 

1日- #4　8.15日- #5　
22.29日- #6

榊原郁恵の町のお嬢さん 
2日- #33　9日- #34　

16.30日- #35

東京ＴＯＷＮＳ 
3.17日- #71　10.31日- #72　

24日- #73

林家正蔵の今日も四時から飲み 
4.18日- #24　11日- #23　

25日- #25

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 

9日- #1　16.30日- #2

ご当地ラーメン探訪 
17.31日- #25　24日- #24　

旅猫ロマン 
4日- #41　11.18日- #42　

25日- #43 ぶらり途中下車の旅 大阪ＴＯＷＮＳ
けーぶるにっぽん　食・JAPAN 平成酒どころめぐり 

17.24日- #13　31日- #14
旅して温泉！北海道 

11日- #6　18.25日- #7

大人のヨーロッパ街歩き
HawaiiローカルNEWS！ 
2.16日- #86　9日- #87

林家正蔵の今日も四時から飲み 
3.17日- #23　10.31日- #24　24日- #25

榊原郁恵の町のお嬢さん 
4日- #33　11.25日- #34　18日- #35 HawaiiローカルNEWS！Special

けーぶるにっぽん　食・Japan京都よろづ観光帖 
2日- #2　9日- #3　16.30日- #4 四国　歩き遍路の旅 スギちゃんの旅はワイルド！ 

4日- #4　11.18日- #5　25日- #6 秘境駅の旅
旅して温泉！北海道 

#4-8
平成酒どころめぐり 

9日- #12　16日- #13　30日- #14 世界ふれあい街歩き
４Ｋシリーズ　日本の夜景 まるごと！北海道 

5.19日- #22　12日- #21　26日- #23 ちょっと贅沢！欧州列車旅行　傑作選ご当地ラーメン探訪 
8.22日- #24　15.29日- #25

9日～ 旅猫ロマン 
#41-44 ４Ｋシリーズ　キノイロ美瑛 パティのメキシカン・クッキング

※停波：1月23日(火)25:00～翌朝7:00

TABI CHANNEL TIMETABLE  2018 January

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