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髙嶋政宏の旅番長 本シリーズはその熱き想いを胸に、前シリーズのゴール・バンコクから北上し、
ラオスのルアンパバーンへ向け、新たなる旅にスタート！
シリーズ最長記録を更新する、壮大なアジア縦断の旅を完結します。
#17　熱風！アジア縦断 完結編①4/14［土］午後3:00～他

旅チャンネル
日本で唯一の旅専門チャンネル

#22　北海の夕日に向かって/ベルギー
#23　プラハから小さな芸術の街巡り/チェコ
#24　アユタヤ　仏の都を辿る熱帯の道/タイ
#25　ブタペスト発　恵みの大地往き/ハンガリー
#26　古都クラクフ伝説めぐり/ポーランド

地球バス紀行
毎週［日］午後11:00～他

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！
#13　三陸鉄道北リアス線
　　　 一の渡駅と白井海岸駅への旅
#14　青い森鉄道千曳駅と
　　　 津軽鉄道毘沙門駅への旅

秘境駅の旅
4/14・28［土］午後1:00～他

「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！
#12　みーかーねぇねぇといく離島ふれあい旅
　　　～宮古島編～

沖縄ローカルNEWS！Special
4/8［日］午後0:00～他
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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！！
#90　Apr.2018

Hawaii　ローカルNEWS!
4/1［日］午前11:00～他

都市、文化遺 産、星空など日本の夜を4K 撮 影の
美しく緻密な映像で巡る旅！
#9　金沢の夜景／別府・湯布院の夜景
#10　吉野・曽爾・高野山の夜景／紀の川夜景紀行
※旅チャンネルではハイビジョン映像にダウンコンバートして放送します。

旅チャンネル４Ｋシリーズ『日本の夜景』
4/14・28［土］深夜0:30～他

ニューエピソード登場！願いを込めて四国一周！
八十八ヶ所の寺の霊場を巡る祈りと出会いの
歩き遍路の旅！
#15　高知県5
#16　高知県6 

四国歩き遍路の旅
4/8・22［日］午後4:30～他

4K制作

俳優・髙嶋政宏の「旅番長シリーズ」、待望の新エピソード登場！
シリーズ最長距離、アジア縦断 完結編の旅へ、いざ出発！

俳優・髙嶋政宏の「旅番長シリーズ」、待望の新エピソード登場！
シリーズ最長距離、アジア縦断 完結編の旅へ、いざ出発！



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!

パティのメキシカンクッキング がんばろう！日本　（東北番組） 
 

★7日- 6:00～　東北さんぽ　#6ホリスティックな休日

～憧れのヨーロッパ特集～　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 / 風光明媚な自然を抱く国ドイツ＞
7.14日-  日本一周！！駅弁ぐるめ旅　#26
21日～ 駅スタンプの旅 けーぶるにっぽん　食・Japan

東北さんぽ

にっぽん津々浦  々
～関西編②～

ぶらり途中下車の旅
大人旅行 ロシア・トラベルガイド 

★#9-12いい伊豆みつけた　7日- #414　
★14.21日- #415　★28日- #416

～憧れのヨーロッパ特集～　大人のヨーロッパ街歩き（フランス・イタリア）傑作選
まるごと！北海道　7日- #24　
14.28日- #25　★21日- #26 榊原郁恵の町のお嬢さん
HawaiiローカルNEWS！ 駅スタンプの旅 / アメリカ紀行

パティのメキシカンクッキング 7日-  髙嶋政宏の旅番長　 
旅の裏側見せますSP

14日- 世界一周クルーズの魅力 
21日～ 日本四季菜彩

離島酒場
ホリスティックな休日 東京ＴＯＷＮＳ　1日- #74　

8.22日- #75　★15.29日- #76

～憧れのヨーロッパ特集～　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 / 風光明媚な自然を抱く国ドイツ＞ 長崎ぶらぶら好き

HawaiiローカルNEWS！ 
★1.15.29日- #90　

8.22日- #89
1日- 平成酒どころめぐり　#18 
8日～ ご当地ラーメン探訪

まるごと！北海道 
2.16日- #24　9.30日- #25　

23日- #26
いい伊豆みつけた 

3日- #414　17.24日- #415
東北さんぽ 

4.18日- #5　11.25日- #6
HawaiiローカルNEWS！ 

5.19日- #90　12.26日- #89
大人のヨーロッパ街歩き ぶらり途中下車の旅

沖縄ローカルNEWS！Special 
1日- #10　15日- #11　★8.22日- #12 
29日- 世界一周クルーズの魅力（～13:00）

離島酒場 榊原郁恵の町のお嬢さん
東京ＴＯＷＮＳ 

4日- #74　11.25日- #75　
18日- #76

林家正蔵の今日も四時から飲み 
5日- #26　12.26日- #27　

19日- #28
京都よろづ観光帖 

1.15日- #6　★8.22日- #7
四国　歩き遍路の旅 

2日- #14　9.16日- #15　
23.30日- #16 3日- 世界一周クルーズの魅力 

 
10日～ ぶらり途中下車の旅

11日-  世界一周クルーズの魅力 
（～14:00）

18.25日- 秘境駅の旅　#13
旅猫ロマン

地球バス紀行 
#22-25

秘境駅の旅 
★14.21日- #13　★28日- #14

音楽と旅するアメリカ
長崎ぶらぶら好き 4日- 平成酒どころめぐり　#18 

18日～ 日本一周！！駅弁ぐるめ旅
5日- 旅して温泉！北海道　#12 
19日～ 平成酒どころめぐり 旅猫ロマン

大人のヨーロッパ街歩き

HawaiiローカルNEWS！ 
3.17日- #90　10.24日- #89

林家正蔵の今日も四時から飲み 
4日- #26　11.25日- #27　

18日- #28
榊原郁恵の町のお嬢さん HawaiiローカルNEWS！

Special 地球バス紀行 
#22-25 大人のヨーロッパ街歩き

京都よろづ観光帖 
3.17日- #6　10.24日- #7

四国　歩き遍路の旅 
4日- #14　11.18日- #15　

25日- #16
日本伝統温泉の旅 秘境駅の旅 

13日- #12　20.27日- #13
2日- 旅して温泉！北海道　#12 
日本の夜景　9日- ＃8　
16.23日- #9　30日- #10

3日- 平成酒どころめぐり　#18 
10日～ ご当地ラーメン探訪

4日- 旅番長　旅の裏側SP（～16:00） 
髙嶋政宏の旅番長　
11.25日- #16　18日- #17 ロシア・トラベルガイド 

#9-12

まるごと！北海道 
6.20日- #25　13日- #24　

27日- #26
髙嶋政宏の旅番長 

★14.28日- #17　21日- #16
平成酒どころめぐり 
8日-  世界一周クルーズの魅力 

（～16:00）
2日～ 4Kシリーズ　キノイロ美瑛 
16日～ 旅して温泉！北海道 旅猫ロマン 沖縄ローカルNEWS！Special 

11.25日- #12　18日- #11
４Ｋシリーズ　日本の夜景 

6日- ＃8　13日- #7　
20.27日- #9

HawaiiローカルNEWS！
Special

４Ｋシリーズ　日本の夜景 
1日- #8　15.22日- #9　

29日- #10

にっぽん津々浦  々
～関西編②～

～憧れのヨーロッパ特集～　鉄道車窓物語
けーぶるにっぽん　食・Japan

林家正蔵の今日も四時から飲み 
1日- #26　8.22日- #27　

★15.29日- #28

太田和彦の日本百名居酒屋
四国　歩き遍路の旅 

1日- #14　★8.15日- #15　
★22.29日- #16

～憧れのヨーロッパ特集～　大人のヨーロッパ街歩き（フランス・イタリア）傑作選 ロシア・トラベルガイド 
#6-9

日本一周！！駅弁ぐるめ旅 
★1.8日- #26

東北さんぽ

パティのメキシカンクッキング 榊原郁恵の町のお嬢さん 大人旅行

ホリスティックな休日 アメリカ紀行
いい伊豆みつけた 

8日- #414　15.22日- #415　
29日- #416

～憧れのヨーロッパ特集～　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 / 風光明媚な自然を抱く国ドイツ＞
離島酒場

まるごと！北海道 
1.15日- #24　8.29日- #25　

22日- #26
東京ＴＯＷＮＳ 

7日- #74　14.28日- #75　
21日- #76

HawaiiローカルNEWS！

まるごと！北海道 
2.16日- #24　9.30日- #25　

23日- #26
いい伊豆みつけた 

3日- #414　17.24日- #415
東北さんぽ 

4.18日- #5　11.25日- #6
HawaiiローカルNEWS！ 

5.19日- #90　12.26日- #89
大人のヨーロッパ街歩き

HawaiiローカルNEWS！ 
7.21日- #90　14.28日- #89 1日-  髙嶋政宏の旅番長 

旅の裏側見せますスペシャル
8日～ 日本四季菜彩離島酒場 榊原郁恵の町のお嬢さん

東京ＴＯＷＮＳ 
4日- #74　11.25日- #75　

18日- #76

林家正蔵の今日も四時から飲み 
5日- #26　12.26日- #27　

19日- #28
7日- 平成酒どころめぐり　#18 
14日～ ご当地ラーメン探訪

四国　歩き遍路の旅 
2日- #14　9.16日- #15　

23.30日- #16
3日-  髙嶋政宏の旅番長 

旅の裏側見せますSP
 
10日～ ぶらり途中下車の旅

4日～ ４Kシリーズ　キノイロ美瑛 
18.25日- 秘境駅の旅　#13 旅猫ロマン

地球バス紀行 
#22-25 大人のヨーロッパ街歩き ぶらり途中下車の旅

長崎ぶらぶら好き 4日- 平成酒どころめぐり　#18 
18日～ 日本一周！！駅弁ぐるめ旅

5日- 旅して温泉！北海道　#12 
19日～ 平成酒どころめぐり

大人のヨーロッパ街歩き

HawaiiローカルNEWS！ 
3.17日- #90　10.24日- #89

林家正蔵の今日も四時から飲み 
4日- #26　11.25日- #27　

18日- #28
榊原郁恵の町のお嬢さん HawaiiローカルNEWS！

Special
沖縄ローカルNEWS！Special 
7.21日- #11　14.28日- #12

秘境駅の旅 
15.22日- #13　29日- #14

京都よろづ観光帖 
3.17日- #6　10.24日- #7

四国　歩き遍路の旅 
4日- #14　11.18日- #15　

25日- #16
日本伝統温泉の旅 秘境駅の旅 

13日- #12　20.27日- #13
京都よろづ観光帖 

7.21日- #6　14.28日- #7 旅猫ロマン

2日- 旅して温泉！北海道　#12 
日本の夜景　9日- ＃8　
16.23日- #9　30日- #10

3日- 平成酒どころめぐり　#18 
10日～ ご当地ラーメン探訪

4日-  旅番長　旅の裏側SP（～24:00）
髙嶋政宏の旅番長　
11.25日- #16　18日- #17 ロシア・トラベルガイド 

#9-12

まるごと！北海道 
6.20日- #25　13日- #24　

27日- #26

林家正蔵の今日も四時から飲み 
7日- #26　14.28日- #27　

21日- #28 地球バス紀行 
★#22-262日～ 4Kシリーズ　キノイロ美瑛 

16日～ 旅して温泉！北海道 旅猫ロマン 沖縄ローカルNEWS！Special 
11.25日- #12　18日- #11

４Ｋシリーズ　日本の夜景 
6日- ＃8　13日- #7　

20.27日- #9

四国　歩き遍路の旅 
7日- #14　14.21日- #15　

28日- #16

にっぽん津々浦  々
～関西編②～

～憧れのヨーロッパ特集～　鉄道車窓物語
7日-  旅番長　 

旅の裏側SP（～1:00）
21日～ 平成酒どころめぐり

髙嶋政宏の旅番長 
15.29日- #16　22日- #17

太田和彦の日本百名居酒屋 ４Ｋシリーズ　日本の夜景 
★14.21日- #9　★28日- #10

HawaiiローカルNEWS！
Special

～憧れのヨーロッパ特集～　大人のヨーロッパ街歩き（フランス・イタリア）傑作選
彩発見！ドリーム韓国（21.22日は ～3:00） 

 
アレックスのロマンティック韓国

まるごと！北海道 
2.16日- #24　9.30日- #25　

23日- #26
いい伊豆みつけた 

3日- #414　17.24日- #415
東北さんぽ 

4.18日- #5　11.25日- #6
HawaiiローカルNEWS！ 

5.19日- #90　12.26日- #89
大人のヨーロッパ街歩き

大好き！野天湯 
 

ちょっとカラダ旅離島酒場 榊原郁恵の町のお嬢さん
東京ＴＯＷＮＳ 

4日- #74　11.25日- #75　
18日- #76

林家正蔵の今日も四時から飲み 
5日- #26　12.26日- #27　

19日- #28
四国　歩き遍路の旅 

2日- #14　9.16日- #15　
23.30日- #16

3日-  髙嶋政宏の旅番長　 
旅の裏側見せますSP

 
10日～ ぶらり途中下車の旅

4日～ ４Kシリーズ　キノイロ美瑛 
18.25日- 秘境駅の旅　#13 旅猫ロマン

地球バス紀行 
#22-25 新発見　アメリカ旅！

長崎ぶらぶら好き 4日- 平成酒どころめぐり　#18 
18日～ 日本一周！！駅弁ぐるめ旅

5日- 旅して温泉！北海道　#12 
19日～ 平成酒どころめぐり

大人のヨーロッパ街歩き
HawaiiローカルNEWS！ 

3.17日- #90　10.24日- #89
林家正蔵の今日も四時から飲み 

4日- #26　11.25日- #27　18日- #28 榊原郁恵の町のお嬢さん HawaiiローカルNEWS！Special タウン誌の旅 
 

大阪ＴＯＷＮＳ京都よろづ観光帖 
3.17日- #6　10.24日- #7

四国　歩き遍路の旅 
4日- #14　11.18日- #15　25日- #16 日本伝統温泉の旅 秘境駅の旅 

13日- #12　20.27日- #13
2日- 旅して温泉！北海道　#12 
日本の夜景　9日- ＃8　16.23日- #9　30日- #10

3日- 平成酒どころめぐり　#18 
10日～ ご当地ラーメン探訪

4日- 旅番長　旅の裏側SP（～6:00） 
髙嶋政宏の旅番長　11.25日- #16　18日- #17 ロシア・トラベルガイド 

#9-12

まるごと！北海道 
6.20日- #25　13日- #24　27日- #26 ちょっと贅沢！欧州列車旅行　傑作選 

 
長崎ぶらぶら好き2日～ 4Kシリーズ　キノイロ美瑛 

16日～ 旅して温泉！北海道 旅猫ロマン 沖縄ローカルNEWS！Special 
11.25日- #12　18日- #11

４Ｋシリーズ　日本の夜景 
6日- ＃8　13日- #7　20.27日- #9

★新作TABI CHANNEL TIMETABLE  2018 April

MON  2.9.16.23.30 TUE  3.10.17.24 WED    4.11.18.25 THU   5.12.19.26 FRI    6.13.20.27 SAT   7.14.21.28 SUN   1.8.15.22.29
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