
PROGRAM GUIDE

2018
December12

Hawaii ローカルNEWS!特別版
12/2［日］午前11:00～他

Hawaii ローカルNEWS！Special
12/15［土］午後3:30～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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12月の旅チャンネルはハワイの番組を大特集して放送します。
「Hawaii ローカルNEWS!特別版」では、とっておきのスポットをハワイ通で
知られる早見優のナレーションとともに魅力満載でお届け！
「Hawaii ローカルNEWS！Special」では、ハワイで神の鳥として愛されて
いるマヌ・オ・クー（シロアジサシ）を特集いたします。

温泉ソムリエで温泉愛好家スギちゃんが日本各地
の秘境にある隠れた温泉をご紹介！
#1 姥湯温泉　枡形屋（山形県）
#2 川原毛地獄　川原毛大湯滝（秋田県）

ワイルドスギちゃんが行く！
にっぽん秘境温泉めぐり

12/9・23［日］午前9:30～他
#15 みーかーねぇねぇが東京と沖縄をつなぐ！編
今回は番組MCのみーかーねぇねぇこと、玉城美香
が沖縄を飛び出し東京へ！
沖縄と東京を中継でつなぎ、沖縄の風を届けます！

沖縄ローカルNEWS！
Special

12/9［日］午後0：00～他
人気アイドルグループKARAのメンバー、
ホ・ヨンジが、鳥取県の観光スポットを巡る
紅葉の大山、温泉をテーマに、観光景勝地、
グルメ、体験型アクティビティをご紹介!

ホ・ヨンジの
生まれて初めての鳥取
12/22・29［土］午前8:00～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！
#43 愛媛県新居浜市
＜協力：株式会社ハートネットワーク（愛媛県）＞

榊原郁恵の町のお嬢さん

12/9［日］午前9:00～他

旅行先として大人気の観光地ハワイを大特集！旅行先として大人気の観光地ハワイを大特集！

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

#23 姫路　これが、灘の男。灘のけんか祭り
＜制作：姫路ケーブルテレビ（兵庫県）＞

#24 佐賀・伊万里　
　　  火の粉散らす攻防　取り追う祭り 
＜制作：伊万里ケーブルテレビジョン（佐賀県）＞

#21 愛知・高浜　おまんと祭り～この馬とまれ～
＜制作：キャッチネットワーク（愛知県）＞

#22 長崎　長崎くんち～南蛮船にのって～
＜制作：長崎ケーブルメディア（長崎県）＞



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　/　町田忍の昭和レトロ紀行 がんばろう！日本　（東北番組） 
 

★1日- 6:00～ 東北さんぽ　#14平成酒どころめぐり

～４Ｋシリーズ特集～　日本四季菜彩
けーぶるにっぽん 祭・JAPAN 

#20-24 町田忍の昭和レトロ紀行 
 

ロシア・トラベルガイド東北さんぽ

にっぽん津々浦  々
～四国編②～ 

 
「四国歩き遍路の旅」 
徳島県編　一挙放送！

～４Ｋシリーズ特集～　Best of Japan 8日～ キム・レハの大山旅　★#１-２ 
22日～ ホ・ヨンジの初めての鳥取　★#１-２

9日～ ヒロスケの長崎歴史さんぽ　 
★＃1-4

東北トラベラー いい伊豆みつけた　1日- ＃430　
★8.15日- #431　★22.29日- #432

9日～ カリスマシェフの 
アジア食めぐり　★＃1-4

大人のヨーロッパ街歩き（イギリス、アイルランド、ベルギー）傑作選
まるごと！北海道　1日- #32　

8.22日- #33　★15.29日- #34
榊原郁恵の町のお嬢さん　2.23日- #42

　★9.30日- #43　16日- #41
クルーズへの誘い ワイルドスギちゃんが行く！にっぽん秘境温泉

めぐり　★9.16日- #1　★23.30日- #2
けーぶるにっぽん　食・ＪＡＰＡＮ　/　町田忍の昭和レトロ紀行

ちょっと贅沢！欧州列車旅行
日本伝統温泉の旅

平成酒どころめぐり 東京ＴＯＷＮＳ　2日- #82　
9.23日- #83　★16.30日- #84

～４Ｋシリーズ特集～　日本四季菜彩
パティのメキシカン・クッキング HawaiiローカルNEWS！特別版 

★2.16.30日- #2　9.23日- #1

京都暮らし ごほうび温泉　2日- #4　
★9.16日- #5　★23.30日- #6

まるごと！北海道　3日- #32　
10.24日- #33　17.31日- #34 いい伊豆みつけた 東北さんぽ 

5.19日- #14　12.26日- #13
HawaiiローカルNEWS！特別版 

6.20日- #2　13.27日- #1
大人のヨーロッパ街歩き 地球絶景紀行 

＃34-38

沖縄ローカルNEWS！Special 
2.23日- #14　★9.30日- #15

　16日- #13
中西圭三の朝ぶら散歩 

3.24日- #5　10.31日- #6　
17日- #4

榊原郁恵の町のお嬢さん 
4.18日- #42　11.25日- #43

東京ＴＯＷＮＳ 
5日- #82　12.26日- #83　

19日- #84

林家正蔵の今日も四時から飲み 
6日- #34　13.27日- #35　

20日- #36
京都よろづ観光帖　2.23日- #14
　★9.30日- #15　16日- #13

離島酒場 
3日- #20　10.17日- #21　

24.31日- #22 地球絶景紀行 
＃35-38

４Ｋシリーズ　
ヨーロッパトレッキング紀行

ワイルドスギちゃんが行く！
にっぽん秘境温泉めぐり 
13.20日- #1　27日- #2 世界ふれあい街歩き 

＃109-112

中西圭三の朝ぶら散歩　1.22日- #5
★8.29日- #6　15日- #4

パティのメキシカン・クッキング 
23日- 最新ソウル！（～14:00）

江口拓也の
俺たちだって癒されたい！ 

#4-8
ごほうび温泉　6日- #4　
13.20日- #5　27日- #6 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 
4.18日- #2　11.25日- #1

林家正蔵の今日も四時から飲み 
5日- #34　12.26日- #35　

19日- #36
榊原郁恵の町のお嬢さん 

6.20日- #42　13.27日- #43
HawaiiローカルNEWS！Special 

7.14日- #27　21.28日- #28 世界ふれあい街歩き 
＃108-112 大人のヨーロッパ街歩き

京都よろづ観光帖 
4.18日- #14　11.25日- #15

中西圭三の朝ぶら散歩 
5.19日- #5　12.26日- #6

離島酒場　6日- #20　
13.20日- #21　27日- #22 ４Ｋシリーズ　日本の夜景

地球バス紀行

秘境駅の旅　4日- #22　
11.18日- #23　25日- #24

ワイルドスギちゃんが行く！
にっぽん秘境温泉めぐり 
12.19日- #1　26日- #2 ぶらり途中下車の旅

まるごと！北海道　7日- #32　
14.28日- #33　21日- #34

離島酒場　1日- #20　
★8.15日- #21　★22.29日- #22

江口拓也の
俺たちだって癒されたい！ 

★#5-9

旅猫ロマン 沖縄ローカルNEWS！Special 
5.19日- #14　12.26日- #15

江口拓也の
俺たちだって癒されたい！

HawaiiローカルNEWS！Special 
1日- #26　8.22日- #27　

★15.29日- #28

2日- 四国　歩き遍路の旅　#24 
9日～  キノイロ美瑛　 

北海道びえい絵巻

にっぽん津々浦  々
～四国編②～ 

 
「四国歩き遍路の旅」 
徳島県編　一挙放送！

～４Ｋシリーズ特集～　Best of Japan　/　日本の夜景
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 
2日- #34　9.23日- #35　

★16.30日- #36

太田和彦の日本百名居酒屋 秘境駅の旅　2日- #22　
★9.16日- #23　★23.30日- #24

大人のヨーロッパ街歩き（イギリス、アイルランド、ベルギー）傑作選

15日～ ヒロスケの長崎歴史さんぽ
 ＃1-3

けーぶるにっぽん 祭・JAPAN　
★#21-24 
30日- 麗しきインド（～18:00）

15日～ カリスマシェフの
アジア食めぐり　＃1-3 東北さんぽ

けーぶるにっぽん　食・ＪＡＰＡＮ　/　町田忍の昭和レトロ紀行
1日- 最新ソウル！（～19:00） 
8日- 麗しきインド（～19:00） 
榊原郁恵の町のお嬢さん　
15.29日- #43　22日- #42

9日～ キム・レハの大山旅　#１-２ 
23日～  ホ・ヨンジの初めての鳥取 

#１-２

平成酒どころめぐり
ワイルドスギちゃんが行く！
にっぽん秘境温泉めぐり 
15.22日- #1　29日- #2

いい伊豆みつけた　2日- ＃430
9.16日- #431　23.30日- #432

～４Ｋシリーズ特集～　日本四季菜彩
日本伝統温泉の旅

まるごと！北海道　2日- #32　
16.30日- #34　23日- #33 
9日- 最新ソウル！（～20:00）

東京ＴＯＷＮＳ　1.15日- #82
8.29日- #83　22日- #84

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　3日- #32　
10.24日- #33　31日- #34 
17日- 最新ソウル！（～21:00）

4日- 麗しきインド（～21:00） 
いい伊豆みつけた

東北さんぽ 
5.19日- #14　12.26日- #13

HawaiiローカルNEWS！特別版 
6.20日- #2　13.27日- #1

大人のヨーロッパ街歩き

HawaiiローカルNEWS！特別版 
1.15日- #1　8.22日- #2

ちょっと贅沢！欧州列車旅行
中西圭三の朝ぶら散歩 

3.24日- #5　10.31日- #6
榊原郁恵の町のお嬢さん 

11.25日- #43　18日- #42　
東京ＴＯＷＮＳ　5日- #82　
12.26日- #83　19日- #84

林家正蔵の今日も四時から飲み 
6日- #34　13.27日- #35　

20日- #36
ごほうび温泉　1.8日- #4
15.22日- #5　29日- #6

離島酒場　3日- #20　
10.17日- #21　24.31日- #22 地球絶景紀行 

＃35-38

４Ｋシリーズ　
ヨーロッパトレッキング紀行 
 
26日-  最新ソウル！ 

木下ほうかぶらり旅

13日- 麗しきインド（～22:00） 
20日～  ワイルドスギちゃんが行く！ 

にっぽん秘境温泉めぐり　#1-2 世界ふれあい街歩き 
＃109-112 大人のヨーロッパ街歩き 地球絶景紀行 

★＃35-39江口拓也の
俺たちだって癒されたい！ 

#3-7
ごほうび温泉　6日- #4
20日- #5　27日- #6

大人のヨーロッパ街歩き

HawaiiローカルNEWS！特別版 
4.18日- #2　11.25日- #1

林家正蔵の今日も四時から飲み 
5日- #34　12.26日- #35　

19日- #36
榊原郁恵の町のお嬢さん 

6.20日- #42　13.27日- #43
HawaiiローカルNEWS！Special 

7.14日- #27　21.28日- #28
沖縄ローカルNEWS！Special 
1日- #13　8日- #14　15.29日- #15 
22日- 麗しきインド（～23:00）

中西圭三の朝ぶら散歩　 
2.23日- #5　9.30日- #6　16日- #4

京都よろづ観光帖 
4.18日- #14　11.25日- #15

中西圭三の朝ぶら散歩 
5.19日- #5　12.26日- #6

離島酒場　6日- #20　
13.20日- #21　27日- #22 ４Ｋシリーズ　日本の夜景 京都よろづ観光帖　1日- #13

8日- #14　15.29日- #15 旅猫ロマン

地球バス紀行

秘境駅の旅　4日- #22　
11.18日- #23　25日- #24

ワイルドスギちゃんが行く！
にっぽん秘境温泉めぐり 
12.19日- #1　26日- #2 ぶらり途中下車の旅

まるごと！北海道　7日- #32
14.28日- #33　21日- #34

林家正蔵の今日も四時から飲み 
1.15日- #34　8.29日- #35　

22日- #36 世界ふれあい街歩き 
★＃109-113

旅猫ロマン 沖縄ローカルNEWS！Special 
5.19日- #14　12.26日- #15

江口拓也の
俺たちだって癒されたい！

秘境駅の旅　1.8日- #22
15.22日- #23　29日- #24

にっぽん津々浦  々
～四国編②～ 

 
「四国歩き遍路の旅」 
徳島県編　一挙放送！

～４Ｋシリーズ特集～　Best of Japan　/　日本の夜景
江口拓也の

俺たちだって癒されたい！ 
#4-8

離島酒場　2日- #20　
9.16日- #21　23.30日- #22

太田和彦の日本百名居酒屋 1.8日-  四国　歩き遍路の旅　#24 
15日～ キノイロ美瑛　北海道びえい絵巻

HawaiiローカルNEWS！Special 
2日- #26　9.23日- #27　

16.30日- #28

大人のヨーロッパ街歩き（イギリス、アイルランド、ベルギー）傑作選 ～４Ｋシリーズ特集～　Best of Japan

まるごと！北海道 
3日- #32　10.24日- #33　

17.31日- #34
いい伊豆みつけた 東北さんぽ 

5.19日- #14　12.26日- #13
HawaiiローカルNEWS！特別版 

6.20日- #2　13.27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 

3.24日- #5　10.31日- #6　
17日- #4

榊原郁恵の町のお嬢さん 
4.18日- #42　11.25日- #43

東京ＴＯＷＮＳ　5日- #82　
12.26日- #83　19日- #84

林家正蔵の今日も四時から飲み 
6日- #34　13.27日- #35　

20日- #36
離島酒場　3日- #20　

10.17日- #21　24.31日- #22 地球絶景紀行 
＃34-37

４Ｋシリーズ　
ヨーロッパトレッキング紀行

ワイルドスギちゃんが行く！
にっぽん秘境温泉めぐり 
13.20日- #1　27日- #2 世界ふれあい街歩き 

＃109-112

Amazing　KOREA/  
 

ニッポン居酒屋紀行シリーズ 
セレクション

江口拓也の
俺たちだって癒されたい！ 

#4-8
ごほうび温泉　6日- #4　
13.20日- #5　27日- #6

大人のヨーロッパ街歩き
HawaiiローカルNEWS！特別版 

4.18日- #2　11.25日- #1
林家正蔵の今日も四時から飲み 

5日- #34　12.26日- #35　19日- #36
榊原郁恵の町のお嬢さん 

6.20日- #42　13.27日- #43
HawaiiローカルNEWS！Special 

7.14日- #27　21.28日- #28 東京ＴＯＷＮＳ京都よろづ観光帖 
4.18日- #14　11.25日- #15

中西圭三の朝ぶら散歩 
5.19日- #5　12.26日- #6

離島酒場　6日- #20　
13.20日- #21　27日- #22 ４Ｋシリーズ　日本の夜景

地球バス紀行
秘境駅の旅　4日- #22　

11.18日- #23　25日- #24
ワイルドスギちゃんが行く！にっぽん秘境
温泉めぐり　12.19日- #1　26日- #2 ぶらり途中下車の旅

まるごと！北海道　7日- #32　
14.28日- #33　21日- #34 大人旅行 / クルーズへの誘い

旅猫ロマン 沖縄ローカルNEWS！Special 
5.19日- #14　12.26日- #15 江口拓也の俺たちだって癒されたい！

★新作

クリスマスSP
「大人のヨーロッパ

街歩き」
３話連続放送！

22日-
 高橋由美子 編

23日- 
白石美帆 編

年末一挙放送SP！

29日-
 「秘境駅の旅」

西日本 編
30日-

「ご当地ラーメン探訪」
北海道・東北 編

TABI CHANNEL TIMETABLE  2018 December

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