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麗しきインド
～仏陀の足跡をたどって～
11/24［土］午後9:00～他

旅チャンネル
日本で唯一の旅専門チャンネル
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［麗しきインド～仏陀の足跡をたどって！］ © トラベルサライ　［江口拓也の俺たちだって癒されたい！］ ©oreiya　［けーぶるにっぽん　祭・JAPAN］ ©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」 

タレントでモデルのはなが、仏教の７大聖地を訪ねインドを旅します。
大の仏像マニアでもある、はながインドの仏像に大興奮！
果たして、インド仏教美術、仏像の中で有数の美を誇ると言われる仏像に巡り会うことができるのか？
仏陀を救ったといわれる乳粥をはじめ、インドグルメも必見です。

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。
#14は、暮らしの息づかいが感じられる京都の路
地を特集します。

京都よろづ観光帖

11/11［日］午後0:30～他
声優・江口拓也と後輩の西山宏太朗が、
豪華ゲストと共に日々の疲れを癒すための旅に
出かけます！
#1.2 「茨城での癒し旅」 ゲスト：中村悠一
#3.4 「山梨での癒し旅」 ゲスト：安元洋貴

江口拓也の
俺たちだって癒されたい！
毎週［日］午後3:00～他　※11/4［日］スタート

松尾貴史が離島の居酒屋を訪ね、島ならではの
酒、肴を味わう旅！
#19 佐渡島 前編
#20 佐渡島 後編

離島酒場

11/10・24［土］午後3:00～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！
#42 静岡県静岡市
＜協力：株式会社TOKAIケーブルネットワーク（静岡県）＞

榊原郁恵の町のお嬢さん

11/11［日］午前9:00～他

タレントでモデルのはなが、仏教の７大聖地を訪ね 仏陀の足跡を辿るインドへの旅！タレントでモデルのはなが、仏教の７大聖地を訪ね 仏陀の足跡を辿るインドへの旅！

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 ※制作時局名
けーぶるにっぽん　祭・JAPAN 毎週［日］午後5:00～他

#19 山梨・富士吉田
　　  日本三奇祭 吉田の火祭り
＜制作：CATV富士五湖  （山梨県）＞

#20 高知・土佐　
　　  街に勢いを！４０年目の大綱引き 
＜制作：よさこいケーブルネット（高知県）＞

#17 青森・ねぶた師、表現者の365日
＜制作：青森ケーブルテレビ（青森県）＞

#18 兵庫・加古川　谷の長楽寺 地蔵盆
＜制作：ＢＡＮ－ＢＡＮネットワークス（兵庫県）＞

特別番組

新番組

11月は京都をテーマにした番組を大特集！



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!

けーぶるにっぽん　食・JAPAN がんばろう！日本　（東北番組） 
 

★3日- 6:00～ 東北さんぽ　#13小都たび
髙嶋政宏の旅番長 けーぶるにっぽん 祭・JAPAN 

#16-19 町田忍の昭和レトロ紀行
京都特集　～京都暮らし～ 東北さんぽ

にっぽん津々浦  々
～四国編①～

京都特集　～京都よろづ観光帖～ スギちゃんの旅はきまぐれ
音楽と旅するアメリカ

東北トラベラー いい伊豆みつけた　3日- ＃428　
★10.17日- #429　★24日- #430

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　3日- #31　
10.24日- #32　★17日- #33

榊原郁恵の町のお嬢さん 
4.18日- #41　★11.25日- #42

クルーズへの誘い 大人旅行
けーぶるにっぽん　食・JAPAN

ちょっと贅沢！欧州列車旅行
日本伝統温泉の旅

小都たび 東京ＴＯＷＮＳ　4日- #81　
11.25日- #82　★18日- #83

髙嶋政宏の旅番長
４Ｋシリーズ　

ヨーロッパトレッキング紀行

HawaiiローカルNEWS！特別版 
★4.18日- #1

京都特集　～京都暮らし～ ごほうび温泉　4日- #2　
★11.18日- #3　★25日- #4

まるごと！北海道　5日- #31　
12.26日- #32　19日- #33 いい伊豆みつけた 東北さんぽ 

7.21日- #13　14.28日- #12
HawaiiローカルNEWS！特別版 

8.22日- #1
大人のヨーロッパ街歩き 地球絶景紀行 

＃30-33

沖縄ローカルNEWS！Special 
25日- 最新ソウル！（～13:00）

中西圭三の朝ぶら散歩 
5.19日- #4　12.26日- #5

榊原郁恵の町のお嬢さん 
6.20日- #41　13.27日- #42

東京ＴＯＷＮＳ　7日- #81　
14.28日- #82　21日- #83

林家正蔵の今日も四時から飲み 
1.15日- #33　8.29日- #34　

22日- #35
京都よろづ観光帖 

4.18日- #13　★11日- #14
スギちゃんの旅はワイルド！ 
離島酒場　
19日- #19　26日- #20 地球絶景紀行 

＃31-34
４Ｋシリーズ　

ヨーロッパトレッキング紀行

四国　歩き遍路の旅 
1.8日- #22　15.22日- #23　

29日- #24 世界ふれあい街歩き 
＃105-108

中西圭三の朝ぶら散歩　
3日- #4　★10.24日- #5 
17日- 最新ソウル！（～14:00）

パティのメキシカン・クッキング

12日～ 江口拓也の俺たちだって
癒されたい！ #1-3

ごほうび温泉 
1日- #1　8日- #2　

15.22日- #3　29日- #4
旅猫ロマン 京都暮らし

大人のヨーロッパ街歩き

HawaiiローカルNEWS！特別版 
6.20日- #1

林家正蔵の今日も四時から飲み 
7日- #33　14.28日- #34　

21日- #35

榊原郁恵の町のお嬢さん 
1日- #40　8.22日- #41　

15.29日- #42
HawaiiローカルNEWS！

Special 世界ふれあい街歩き 
＃104-107 大人のヨーロッパ街歩き

京都よろづ観光帖 
6.20日- #13　13.27日- #14

中西圭三の朝ぶら散歩 
7.21日- #4　14.28日- #5

離島酒場 
15.22日- #19　29日- #20 ４Ｋシリーズ　日本の夜景

地球バス紀行

秘境駅の旅　6日- #20　
13.20日- #21　27日- #22

四国　歩き遍路の旅　7日- #22
　14.21日- #23　28日- #24

ぶらり途中下車の旅

まるごと！北海道 
2.16日- #31　9.30日- #32　

23日- #33
離島酒場 3日- #18　

★10.17日- #19　★24日- #20
江口拓也の

俺たちだって癒されたい！ 
★#1-4

旅猫ロマン 沖縄ローカルNEWS！Special 髙嶋政宏の旅番長 HawaiiローカルNEWS！
Special

四国　歩き遍路の旅 
4日- #22　★11.18日- #23　

★25日- #24

にっぽん津々浦  々
～四国編①～

京都特集　～京都よろづ観光帖～
町田忍の昭和レトロ紀行

林家正蔵の今日も四時から飲み 
4日- #33　11.25日- #34　

★18日- #35

太田和彦の日本百名居酒屋 秘境駅の旅　4日- #20　
★11.18日- #21　★25日- #22

大人のヨーロッパ街歩き（フランス・イタリア）傑作選 音楽と旅するアメリカ

けーぶるにっぽん 祭・JAPAN 
★#17-20

東北さんぽ

けーぶるにっぽん　食・JAPAN
榊原郁恵の町のお嬢さん 

3日- #40　10.24日- #41　
17日- #42

スギちゃんの旅はきまぐれ 
11日- 最新ソウル！（～19:00）

小都たび 大人旅行 いい伊豆みつけた　4日- ＃428
　18日- #429　25日- #430

髙嶋政宏の旅番長 日本伝統温泉の旅 まるごと！北海道　4日- #31　
11.25日- #32　18日- #33

京都特集　～京都暮らし～ 東京ＴＯＷＮＳ　3.17日- #82
10日- #81　24日- #83

ニッポン居酒屋紀行シリーズ　
セレクション

まるごと！北海道　5日- #31　
12.26日- #32　19日- #33 いい伊豆みつけた 東北さんぽ 

7.21日- #13　14.28日- #12
8.22日-  HawaiiローカルNEWS！ 

特別編　#1
29日- 最新ソウル！（～21:00）

大人のヨーロッパ街歩き 
 
30日-  麗しきインド 

～仏陀の足跡をたどって～

HawaiiローカルNEWS！ 特別版
　10.24日- #1

ちょっと贅沢！欧州列車旅行
中西圭三の朝ぶら散歩 

5.19日- #4　12.26日- #5
榊原郁恵の町のお嬢さん 

6.20日- #41　13.27日- #42
東京ＴＯＷＮＳ　7日- #81　
14.28日- #82　21日- #83

林家正蔵の今日も四時から飲み 
1.15日- #33　8日- #34　

22日- #35
ごほうび温泉 

3.10日- #2　17.24日- #3
スギちゃんの旅はワイルド！ 
19日- 最新ソウル！（～22:00） 
離島酒場　26日- #20 地球絶景紀行 

＃31-34
４Ｋシリーズ　

ヨーロッパトレッキング紀行

四国　歩き遍路の旅 
1.8日- #22　15.22日- #23　

29日- #24
2日-  最新ソウル！ 

木下ほうかぶらり旅
 
9日～  世界ふれあい街歩き 

＃105-108

大人のヨーロッパ街歩き 
 
★24日-  麗しきインド 

～仏陀の足跡をたどって～

地球絶景紀行 
★＃31-3412日～ 江口拓也の俺たちだって

癒されたい！　#1-2
ごほうび温泉　1日- #1　8日- #2

15.22日- #3　29日- #4

大人のヨーロッパ街歩き

HawaiiローカルNEWS！特別版 
6.20日- #1

林家正蔵の今日も四時から飲み 
7日- #33　14.28日- #34　

21日- #35

榊原郁恵の町のお嬢さん 
1日- #40　8.22日- #41　29日- #42 
15日- 最新ソウル！（～23:00）

HawaiiローカルNEWS！Special 
9日- 最新ソウル！（～23:00）

沖縄ローカルNEWS！Special 
24日- 最新ソウル！（～23:00）

4日- 最新ソウル！（～23:00） 
中西圭三の朝ぶら散歩　
11.25日- #5　18日- #4　

京都よろづ観光帖 
6.20日- #13　13.27日- #14

中西圭三の朝ぶら散歩 
7.21日- #4　14.28日- #5

離島酒場 
22日- #19　29日- #20 ４Ｋシリーズ　日本の夜景 京都よろづ観光帖　3日- #12　

10日- #13　17日- #14 旅猫ロマン

地球バス紀行

秘境駅の旅　6日- #20　
13.20日- #21　27日- #22

四国　歩き遍路の旅　7日- #22
　14.21日- #23　28日- #24

ぶらり途中下車の旅

まるごと！北海道 
2.16日- #31　9.30日- #32　

23日- #33

林家正蔵の今日も四時から飲み 
3.17日- #34　10日- #33　

24日- #35 世界ふれあい街歩き 
★＃105-108

旅猫ロマン 沖縄ローカルNEWS！Special 髙嶋政宏の旅番長 秘境駅の旅 
3.10日- #20　17.24日- #21

にっぽん津々浦  々
～四国編①～

京都特集　～京都よろづ観光帖～ 10日～ 江口拓也の俺たちだって
癒されたい！　#1-3

離島酒場　4日- #18　
11.18日- #19　25日- #20

太田和彦の日本百名居酒屋 四国　歩き遍路の旅 
3.10日- #22　17.24日- #23

HawaiiローカルNEWS！
Special

大人のヨーロッパ街歩き（フランス・イタリア）傑作選 京都特集　～京都よろづ観光帖～

まるごと！北海道　5日- #31　
12.26日- #32　19日- #33 いい伊豆みつけた 東北さんぽ 

7.21日- #13　14.28日- #12
HawaiiローカルNEWS！特別版 

8.22日- #1
大人のヨーロッパ街歩き 髙嶋政宏の旅番長

中西圭三の朝ぶら散歩 
5.19日- #4　12.26日- #5

榊原郁恵の町のお嬢さん 
6.20日- #41　13.27日- #42

東京ＴＯＷＮＳ　7日- #81　
14.28日- #82　21日- #83

林家正蔵の今日も四時から飲み 
1.15日- #33　8.29日- #34　

22日- #35
スギちゃんの旅はワイルド！ 
離島酒場　
19日- #19　26日- #20 地球絶景紀行 

＃30-33
４Ｋシリーズ　

ヨーロッパトレッキング紀行

四国　歩き遍路の旅　1.8日- #22
15.22日- #23　29日- #24 世界ふれあい街歩き 

＃105-108 Amazing　KOREA
12日～ 江口拓也の俺たちだって

癒されたい！　#1-3
ごほうび温泉　1日- #1　8日- #2

15.22日- #3　29日- #4

大人のヨーロッパ街歩き
HawaiiローカルNEWS！特別版 

6.20日- #1
林家正蔵の今日も四時から飲み 

7日- #33　14.28日- #34　21日- #35
榊原郁恵の町のお嬢さん　1日- #40　

8.22日- #41　15.29日- #42 HawaiiローカルNEWS！Special
東京ＴＯＷＮＳ京都よろづ観光帖 

6.20日- #13　13.27日- #14
中西圭三の朝ぶら散歩 

7.21日- #4　14.28日- #5
離島酒場 

15.22日- #19　29日- #20 ４Ｋシリーズ　日本の夜景

地球バス紀行
秘境駅の旅 

6日- #20　13.20日- #21　27日- #22
四国　歩き遍路の旅 

7日- #22　14.21日- #23　28日- #24 ぶらり途中下車の旅
まるごと！北海道　2.16日- #31　

9.30日- #32　23日- #33 大人旅行
旅猫ロマン 沖縄ローカルNEWS！Special 髙嶋政宏の旅番長

★新作TABI CHANNEL TIMETABLE  2018 November

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