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中西圭三の朝ぶら散歩
7/14［土］午後1:00～他

旅チャンネル
日本で唯一の旅専門チャンネル

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！
#27 ハワイの音楽の“今”を世界へ
　  　～ネット配信HISESSIONS～

Hawaii ローカルNEWS! Special
7/21［土］午後3:30～他

TM & © 2018 Turner Japan, K.K. A Time Warner Company. All Rights Reserved.　［けーぶるにっぽん　祭・JAPAN］TM & ©2017 日本ケーブルテレビ連盟「全国ふるさとコンテンツ配信プロジェクト」

地元ケーブルテレビ局ならではの視点で徹底取材！ 大好評シリーズの第9,第10弾!! にっぽん各地の四季折々の祭り文化をご紹介
けーぶるにっぽん　祭・JAPAN 毎週［日］午後5:00～他　※7/15［日］放送開始

朝活を推奨するシンガーソングライターの中西圭三が、朝に特化した、
朝を有効に使うためのぶらり散歩旅で、素敵な朝の過ごし方をご提案！
#1 佃・勝どきエリアの朝

#20　熱風！アジア縦断　完結編④
【緊急決定】「髙嶋政宏の旅番長」
  シリーズ全20話 一挙放送!!
［火］～［金］8:00～/16:00～/24:00～

髙嶋政宏の旅番長
7/14［土］午後3:00～他

お酒を通じて、旅先の 旨いもの、風土、人 に
ふれあう旅！
#19 埼玉県秩父市「イチローズモルト」 その１
#20 埼玉県秩父市「イチローズモルト」 その２

平成酒どころめぐり
7/15・29［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！
#28　松山ラーメン

ご当地ラーメン探訪
7/8［日］午前11:30～他

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！
#38　兵庫県姫路市
＜協力：姫路ケーブルテレビ株式会社(兵庫県）＞

#2 青森・八戸 春告祭 八戸えんぶり
　  ＜制作：八戸テレビ放送（青森県）＞

#1 長崎・壱岐 神々の棲む島壱岐～大大神楽～
　  ＜制作：壱岐ビジョン（壱岐市ケーブルテレビ）
 　 （長崎県）＞

#3 秋田・男鹿 奇祭 なまはげ柴灯まつり
　  ＜制作：秋田ケーブルテレビ（秋田県）＞

榊原郁恵の町のお嬢さん
7/8［日］午前9:00～他

朝を有効に使うためのぶらり朝散歩の旅。朝を有効に使うためのぶらり朝散歩の旅。



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　#9けーぶるにっぽん　食・ＪＡＰＡＮ

ぶらり途中下車の旅
けーぶるにっぽん 祭・JAPAN 21日～ #1-2

ぶらり途中下車の旅
東北さんぽ

にっぽん津々浦  々
～関西編⑤～

髙嶋政宏の旅番長 スギちゃんの旅はワイルド！ 7日- #10　
14.21日- #11　28日- #12 4Kシリーズ 

ヨーロッパトレッキング紀行 
1.22日- #4　★8.29日- #5　15日- #3東北トラベラー いい伊豆みつけた  

★14.21日- #421　★28日- #422

大人のヨーロッパ街歩き（フランス・ドイツ）傑作選
まるごと！北海道 7日- #27　
14.28日- #28　★21日- #29

榊原郁恵の町のお嬢さん 1日- #36　
★8.22日- #38　15.29日- #37

HawaiiローカルNEWS！ アメリカ紀行
パティのメキシカン・クッキング

ちょっと贅沢！欧州列車旅行
離島酒場 1日- #16　

8.15日- #17　22.29日- #18
けーぶるにっぽん　食・ＪＡＰＡＮ 東京ＴＯＷＮＳ 1日- #77　

8.22日- #78　★15.29日- #79

ぶらり途中下車の旅 けーぶるにっぽん　食・Japan

HawaiiローカルNEWS！ 
★1.15日- #93　8.22日- #92

ご当地ラーメン探訪 
1.22日- #27　★8.29日- #28

　15日- #26
まるごと！北海道 

2.16日- #27　9.30日- #28　
23日- #29

いい伊豆みつけた 
3日- #420　17.24日- #421　

31日- #422
東北さんぽ 

4.18日- #8　11.25日- #9
HawaiiローカルNEWS！ 

5.19日- #93　12.26日- #92
大人のヨーロッパ街歩き 地球絶景紀行

沖縄ローカルNEWS！Special

離島酒場 
2日- #16　9.16日- #17　

23.30日- #18

榊原郁恵の町のお嬢さん 
3.24日- #37　10.31日- #38　

17日- #36

東京ＴＯＷＮＳ 
4日- #77　11.25日- #78　

18日- #79

林家正蔵の今日も四時から飲み 
5日- #29　12.26日- #30　

19日- #31

京都よろづ観光帖 
1.22日- #9　★8.29日- #10

15日- #8
スギちゃんの旅はワイルド！ 
2日- #10　9.16日- #11　

23.30日- #12 地球絶景紀行 地球バス紀行

ご当地ラーメン探訪 
19日- #27　26日- #28 世界ふれあい街歩き 

＃100-103

中西圭三の朝ぶら散歩 
★14.28日- #1

ロシア・トラベルガイド
長崎ぶらぶら好き

平成酒どころめぐり 
5日- #17　12日- #18　

19.26日- #19
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- #93　10.24日- #92

林家正蔵の今日も四時から飲み 
4日- #29　11.25日- #30　

18日- #31
榊原郁恵の町のお嬢さん 

5.19日- #37　12.26日- #38
HawaiiローカルNEWS！

Special 世界ふれあい街歩き 
＃100-103 大人のヨーロッパ街歩き京都よろづ観光帖 

3.24日- #9　10.31日- #10　
17日- #8

離島酒場 
4日- #16　11.18日- #17　

25日- #18

スギちゃんの旅はワイルド！ 
5日- #10　12.19日- #11　

26日- #12

6日- 秘境駅の旅　#18 
平成酒どころめぐり　
20.27日- #19

世界ふれあい街歩き

ご当地ラーメン探訪 
3.24日- #27　10.31日- #28　

17日- #26

髙嶋政宏の旅番長 
4日- #18　11.25日- #19　

18日- #20 ４Ｋシリーズ 
ヨーロッパトレッキング紀行 
5.19日- #4　12.26日- #5

まるごと！北海道 
6.20日- #28　13日- #27　

27日- #29
髙嶋政宏の旅番長 

7.21日- #19　★14.28日- #20
平成酒どころめぐり　

1日- #17　8日- #18　
★15.22日- #19　★29日- #20

旅猫ロマン 沖縄ローカルNEWS！Special ４Ｋシリーズ　日本の夜景
HawaiiローカルNEWS！Special 

7日- #23　14日- #24　
★21日- #27　28日- #25

四国　歩き遍路の旅

にっぽん津々浦  々
～関西編⑤～

髙嶋政宏の旅番長
ぶらり途中下車の旅

林家正蔵の今日も四時から飲み 
1日- #29　8.22日- #30　

★15.29日- #31

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（フランス・ドイツ）傑作選
4Kシリーズ 

ヨーロッパトレッキング紀行 
7.21日- #4　14.28日- #5

けーぶるにっぽん 祭・JAPAN 
★15日～ #1- 3

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 
7.21日- #37　14.28日- #38

スギちゃんの旅はワイルド！ 
1日- #10　★8.15日- #11　

★22.29日- #12

けーぶるにっぽん　食・ＪＡＰＡＮ アメリカ紀行
いい伊豆みつけた 

1日- #420　15.22日- #421　
29日- #422

ぶらり途中下車の旅

離島酒場 
★7.14日- #17　★21.28日- #18

まるごと！北海道 
1.15日- #27　8.29日- #28　

22日- #29
東京ＴＯＷＮＳ 

7日- #77　14.28日- #78　
21日- #79

HawaiiローカルNEWS！

まるごと！北海道 
2.16日- #27　9.30日- #28　

23日- #29

いい伊豆みつけた 
3日- #420　17.24日- #421　

31日- #422
東北さんぽ 

4.18日- #8　11.25日- #9
HawaiiローカルNEWS！ 

5.19日- #93　12.26日- #92
大人のヨーロッパ街歩き

HawaiiローカルNEWS！ 
7.21日- #93　14.28日- #92

ちょっと贅沢！欧州列車旅行離島酒場 
2日- #16　9.16日- #17　

23.30日- #18

榊原郁恵の町のお嬢さん 
3.24日- #37　10.31日- #38　

17日- #36

東京ＴＯＷＮＳ 
4日- #77　11.25日- #78　

18日- #79

林家正蔵の今日も四時から飲み 
5日- #29　12.26日- #30　

19日- #31
ご当地ラーメン探訪 

7.21日- #27　14.28日- #28
スギちゃんの旅はワイルド！ 
2日- #10　9.16日- #11　

23.30日- #12 地球絶景紀行 地球バス紀行

ご当地ラーメン探訪 
19日- #27　26日- #28 世界ふれあい街歩き 

＃100-103 大人のヨーロッパ街歩き 地球絶景紀行
長崎ぶらぶら好き

平成酒どころめぐり 
5日- #17　12日- #18　

19.26日- #19

大人のヨーロッパ街歩き

HawaiiローカルNEWS！ 
3.17日- #93　10.24日- #92

林家正蔵の今日も四時から飲み 
4日- #29　11.25日- #30　

18日- #31
榊原郁恵の町のお嬢さん 

5.19日- #37　12.26日- #38
HawaiiローカルNEWS！

Special 沖縄ローカルNEWS！Special 中西圭三の朝ぶら散歩 
15.29日- #1

京都よろづ観光帖 
3.24日- #9　10.31日- #10

17日- #8

離島酒場 
4日- #16　11.18日- #17　

25日- #18

スギちゃんの旅はワイルド！ 
5日- #10　12.19日- #11　

26日- #12

6日- 秘境駅の旅　#18 
平成酒どころめぐり　
20.27日- #19

京都よろづ観光帖 
7.21日- #9　14.28日- #10 旅猫ロマン

世界ふれあい街歩き

ご当地ラーメン探訪 
3.24日- #27　10.31日- #28

17日- #26

髙嶋政宏の旅番長 
4日- #18　11.25日- #19　

18日- #20 ４Ｋシリーズ 
ヨーロッパトレッキング紀行 
5.19日- #4　12.26日- #5

まるごと！北海道 
6.20日- #28　13日- #27

27日- #29

林家正蔵の今日も四時から飲み 
7日- #29　14.28日- #30

21日- #31 世界ふれあい街歩き 
★＃100-104

旅猫ロマン 沖縄ローカルNEWS！Special ４Ｋシリーズ　日本の夜景 ４Ｋシリーズ　日本の夜景

にっぽん津々浦  々
～関西編⑤～

髙嶋政宏の旅番長
平成酒どころめぐり 

7日- #17　14日- #18
21.28日- #19

髙嶋政宏の旅番長 
1日- #18　8.22日- #19　

15.29日- #20

太田和彦の日本百名居酒屋 四国　歩き遍路の旅
HawaiiローカルNEWS！

Special 
#23-27

大人のヨーロッパ街歩き（フランス・ドイツ）傑作選 日本一周！！駅弁ぐるめ旅

まるごと！北海道 
2.16日- #27　9.30日- #28　

23日- #29

いい伊豆みつけた 
3日- #420　24日- #421

31日- #422
東北さんぽ 

4.18日- #8　11.25日- #9
HawaiiローカルNEWS！ 

5.19日- #93　12.26日- #92
大人のヨーロッパ街歩き 駅スタンプの旅離島酒場 

2日- #16　9.16日- #17　
23.30日- #18

榊原郁恵の町のお嬢さん 
3.24日- #37　10.31日- #38

東京ＴＯＷＮＳ 
4日- #77　11.25日- #78

18日- #79

林家正蔵の今日も四時から飲み 
5日- #29　12.26日- #30

19日- #31
スギちゃんの旅はワイルド！ 
2日- #10　9.16日- #11　

23.30日- #12 地球絶景紀行 地球バス紀行

ご当地ラーメン探訪 
19日- #27　26日- #28 世界ふれあい街歩き 

＃100-103

Ａｍａｚｉｎｇ　ＫＯＲＥＡ 
 

アレックスのロマンティック韓国 /
韓流スターアレックスｉｎ新大久保長崎ぶらぶら好き

平成酒どころめぐり 
5日- #17　12日- #18

19.26日- #19

大人のヨーロッパ街歩き
HawaiiローカルNEWS！ 

3.31日- #93　10.24日- #92
林家正蔵の今日も四時から飲み 

4日- #29　11.25日- #30　18日- #31
榊原郁恵の町のお嬢さん 

5.19日- #37　12.26日- #38 HawaiiローカルNEWS！Special
東京ＴＯＷＮＳ京都よろづ観光帖 

3.24日- #9　10.31日- #10
離島酒場 

4日- #16　11.18日- #17　25日- #18
スギちゃんの旅はワイルド！ 

5日- #10　12.19日- #11　26日- #12
6日- 秘境駅の旅　#18 
平成酒どころめぐり　20.27日- #19

世界ふれあい街歩き
ご当地ラーメン探訪 

3.24日- #27　10.31日- #28
髙嶋政宏の旅番長 

4日- #18　11.25日- #19　18日- #20 ４Ｋシリーズ 
ヨーロッパトレッキング紀行 
5.19日- #4　12.26日- #5

まるごと！北海道 
6.20日- #28　13日- #27　27日- #29 けーぶるにっぽん　食・ＪＡＰＡＮ

旅猫ロマン 沖縄ローカルNEWS！Special ４Ｋシリーズ　日本の夜景

★新作
※2018年7月17日(火)25:00〜7月18日(水)7:00　メンテナンスのため放送休止

TABI CHANNEL TIMETABLE  2018 July

MON  2.9.16.23.30 TUE  3.10.17.24.31 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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