
PROGRAM GUIDE

2019
March 3 

東北さんぽ
3/2［土］午前6:00～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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のんびりぶら～り東北さんぽ。
さまざまな東北各地での出会いに心癒されるふれあい旅。シリーズでは、毎回癒し系旅人が
“のんぶら～”と巡ります。
また、3月は東北観光応援特集にて「東北さんぽ」、「東北トラベラー」を集中放送します。
#17 宮城県～仙台市周辺さんぽ～

大人気のイタリア各地の絶景をドローンで撮影した
贅沢な新シリーズ！
#1 アコナ砂漠とクレタ・セネージ
#2 テッラ・デル・ソーレとトスカーナロマーニャ
#3 ブレンタ運河とベネチア邸宅
#4 アマルフィ公国とアマルフィ海岸
#5 プレシディ領とマレンマ地方

知られざるイタリア 美の探訪
毎週［日］午前8:30～他 ※3/3より放送開始

今回は番組MCの玉城美香が沖縄を飛び出し
東京へ！東京と那覇、東京と名護がつながり、
同じ時を共有。
#17は総集編4をお届け！これまでの未公開映
像を中心に沖縄の魅力たっぷりと放送！

沖縄ローカルNEWS！Special
3/10［日］午後0:00～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！
#25 愛媛県7
#26 愛媛県8

四国 歩き遍路の旅
3/10・24［日］午後3:30～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！グルメをテーマに、世界中から多くの
人々が集う東京の魅力をご紹介
#2 浅草

TOKYOぐるっと！グルメ
3/10［日］午前10:30～他

のんびりぶら～り東北さんぽ。毎回癒し系旅人が“のんぶら～”と巡ります。のんびりぶら～り東北さんぽ。毎回癒し系旅人が“のんぶら～”と巡ります。

趣は異なれど、世界の各地で湧いているたくさん
の温泉。温泉からその地の歴史や文化を紐解い
ていきます。
#2 スイス　ロマンディ編

一生に一度は浸かりたい！
世界湯めぐりの旅
3/10［日］午前10:00～他

佐藤二朗の軽妙なナレーションでおおくりする
”ラーメン探訪シリーズ“の最新版！
#5 オン・ザ・群馬ロード
#6 オン・ザ・埼玉ロード

ドライブインらーめん探訪

3/10・24［日］午後4:30～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！
#46 長野県松本市
＜協力：株式会社テレビ松本ケーブルビジョン株式会社（長野県）＞

榊原郁恵の町のお嬢さん

3/10［日］午前9:00～他
旅人は、酒場雑誌『古典酒場』の
元編集長 倉嶋紀和子。
お酒を通じて、旅先の 旨いもの、風土、人
にふれあう旅！
#5 石川県小松市　#6 石川県金沢市

にっぽん酒処めぐり

3/10・24［日］午前11:30～他

※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。

4K制作

日本初放送！ 4K制作



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!

東北さんぽ がんばろう！日本　（東北番組） 
 

★2日- 6:00～ 東北さんぽ　#17東北トラベラー
東京TOWNS 大人旅行 ロシア・トラベルガイド 

４Ｋシリーズ　
ヨーロッパトレッキング紀行離島酒場 東北さんぽ

にっぽん津々浦  々
～九州編②～

まるごと！北海道 ニッポン百年紀行 スギちゃんの旅はワイルド！
駅スタンプの旅 いい伊豆みつけた　2日- #436 

★9.16日- #437　★23.30日- #438
知られざるイタリア　美の探訪 

★＃1-5

大人のヨーロッパ街歩き（イタリアほか）傑作選
まるごと！北海道　2日- #35

9.23日- #36　★16.30日- #37
榊原郁恵の町のお嬢さん　3.24日- #45

★10.31日- #46　17日- #44
秘境駅の旅 ヒロスケの長崎歴史さんぽ 

東北さんぽ
音楽と旅するアメリカ

４Ｋシリーズ　世界湯めぐりの旅 
★10.24日- #2　17.31日- #1

東北トラベラー TOKYOぐるっと！グルメ 
★10.24日- #2　17.31日- #1

東京TOWNS パティのメキシカン・クッキング
HawaiiローカルNEWS！

★3.17日- #97　10.31日- #96
24日- #95

離島酒場 小都たび
にっぽん酒処めぐり

3日- #4　★10.17日- #5
★24.31日- #6

まるごと！北海道 
4日- #35　11.25日- #36

18日- #37
いい伊豆みつけた 東北さんぽ 

6.20日- #17　13.27日- #16
HawaiiローカルNEWS！ 

7.21日- #97　14.28日- #96
地球絶景紀行 地球バス紀行

沖縄ローカルNEWS！Special 
★10.31日- #17

中西圭三の朝ぶら散歩 
4.18日- #8　11.25日- #9

榊原郁恵の町のお嬢さん 
5.19日- #45　12.26日- #46

TOKYOぐるっと！グルメ 
6.20日- ＃1　13.27日- #2

林家正蔵の今日も四時から飲み 
7日- #37　14.28日- #38

21日- #39

京都よろづ観光帖 
3.24日- #17　★10.31日- #18

17日- #16
４Ｋシリーズ　世界湯めぐりの旅 

11.25日- #2　18日- #1　
ちょっと贅沢！欧州列車旅行

ドライブインらーめん探訪 
6日- #4　13.20日- #5

27日- #6

四国　歩き遍路の旅 
7日- #24　14.21日- #25

28日- #26

京都よろづ観光帖 
1日- #16　8.22日- #17　

15.29日- #18

中西圭三の朝ぶら散歩 
2.23日- #8　★9.30日- #9　

16日- #7
パティのメキシカン・クッキング

けーぶるにっぽん　祭・ＪＡＰＡＮ
旅猫ロマン 

6日- #52　13.20日- #53
27日- #54

にっぽん酒処めぐり 
7日- #4　14.21日- #5

28日- #6
離島酒場

旅猫ロマン 
2日- #52　★9.16日- #53

★23.30日- #54
小都たび

大人のヨーロッパ街歩き
HawaiiローカルNEWS！ 林家正蔵の今日も四時から飲み 榊原郁恵の町のお嬢さん HawaiiローカルNEWS！

Special
世界ふれあい街歩き 大人のヨーロッパ街歩き

京都よろづ観光帖 中西圭三の朝ぶら散歩 ４Ｋシリーズ　世界湯めぐりの旅 TOKYOぐるっと！グルメ

地球バス紀行
にっぽん酒処めぐり 四国　歩き遍路の旅 ドライブインらーめん探訪 まるごと！北海道 ４Ｋシリーズ　日本の夜景 離島酒場

旅猫ロマン 沖縄ローカルNEWS！Special 
13.27日- #17 知られざるイタリア　美の探訪 ４Ｋシリーズ　日本の夜景 HawaiiローカルNEWS！

Special
四国　歩き遍路の旅 

3日- #24　★10.17日- #25　
★24.31日- #26

にっぽん津々浦  々
～九州編②～

まるごと！北海道
ロシア・トラベルガイド

林家正蔵の今日も四時から飲み 
3日- #37　10.24日- #38

★17.31日- #39

太田和彦の日本百名居酒屋　/　東京グルメ噺
ドライブインらーめん探訪 
3日- #4　★10.17日- #5

★24.31日- #6

大人のヨーロッパ街歩き（イタリアほか）傑作選
スギちゃんの旅はワイルド！ 大人旅行

知られざるイタリア　美の探訪 
＃1-4 東北さんぽ

東北さんぽ
榊原郁恵の町のお嬢さん 

2日- #44　9.23日- #45　
16.30日- #46

ニッポン百年紀行

東北トラベラー ヒロスケの長崎歴史さんぽ 
いい伊豆みつけた 

3日- #436　10.17日- #437　
24.31日- #438

東京TOWNS ４Ｋシリーズ　世界湯めぐりの旅 
9.23日- #1　16.30日- #2

まるごと！北海道 
3日- #35　10.24日- #36　

17.31日- #37

離島酒場 TOKYOぐるっと！グルメ 
9.23日- #1　16.30日- #2 秘境駅の旅

まるごと！北海道 
4日- #35　11.25日- #36

18日- #37
いい伊豆みつけた 東北さんぽ 

6.20日- #17　13.27日- #16
HawaiiローカルNEWS！ 

7.21日- #97　14.28日- #96
地球絶景紀行

HawaiiローカルNEWS！ 
2.23日- #96　9.30日- #97　

16日- #95 音楽と旅するアメリカ
中西圭三の朝ぶら散歩 

4.18日- #8　11.25日- #9
榊原郁恵の町のお嬢さん 

5.19日- #45　12.26日- #46
TOKYOぐるっと！グルメ 

6.20日- ＃1　13.27日- #2
林家正蔵の今日も四時から飲み 

7日- #37　14.28日- #38
21日- #39

にっぽん酒処めぐり 
2.9日- #4　16.23日- #5

30日- #6
４Ｋシリーズ　世界湯めぐりの旅 

11.25日- #2　18日- #1　
ちょっと贅沢！欧州列車旅行

ドライブインらーめん探訪 
6日- #4　13.20日- #5

27日- #6

四国　歩き遍路の旅 
7日- #24　14.21日- #25

28日- #26

京都よろづ観光帖 
1日- #16　8.22日- #17　

15.29日- #18 大人のヨーロッパ街歩き 地球バス紀行
けーぶるにっぽん　祭・ＪＡＰＡＮ

旅猫ロマン 
6日- #52　13.20日- #53

27日- #54

にっぽん酒処めぐり 
7日- #4　14.21日- #5

28日- #6
離島酒場

大人のヨーロッパ街歩き
HawaiiローカルNEWS！ 林家正蔵の今日も四時から飲み 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 

16.30日- #17
中西圭三の朝ぶら散歩 

3.24日- #8　10.31日- #9
17日- #7

京都よろづ観光帖 中西圭三の朝ぶら散歩 ４Ｋシリーズ　世界湯めぐりの旅 TOKYOぐるっと！グルメ
京都よろづ観光帖 

2日- #16　9.23日- #17　
16.30日- #18

旅猫ロマン 
3日- #52　10.17日- #53　

24.31日- #54

地球バス紀行
にっぽん酒処めぐり 四国　歩き遍路の旅 ドライブインらーめん探訪 まるごと！北海道

林家正蔵の今日も四時から飲み 
2.16日- #37　9.30日- #38　

23日- #39 世界ふれあい街歩き
旅猫ロマン 沖縄ローカルNEWS！Special 

13.27日- #17 知られざるイタリア　美の探訪 ４Ｋシリーズ　日本の夜景
ドライブインらーめん探訪 
2.9日- #4　16.23日- #5

30日- #6

にっぽん津々浦  々
～九州編②～

まるごと！北海道 離島酒場 ４Ｋシリーズ　日本の夜景

太田和彦の日本百名居酒屋　/　東京グルメ噺
四国　歩き遍路の旅 

9日- #24　16.23日- #25
30日- #26

HawaiiローカルNEWS！
Special

大人のヨーロッパ街歩き（イタリアほか）傑作選 まるごと！北海道

まるごと！北海道 
4日- #35　11.25日- #36

18日- #37
いい伊豆みつけた 東北さんぽ 

6.20日- #17　13.27日- #16
HawaiiローカルNEWS！ 

7.21日- #97　14.28日- #96
地球絶景紀行 旅猫ロマン

中西圭三の朝ぶら散歩 
4.18日- #8　11.25日- #9

榊原郁恵の町のお嬢さん 
5.19日- #45　12.26日- #46

TOKYOぐるっと！グルメ 
6.20日- ＃1　13.27日- #2

林家正蔵の今日も四時から飲み 
7日- #37　14.28日- #38

21日- #39
４Ｋシリーズ　世界湯めぐりの旅 

11.25日- #2　18日- #1　
ちょっと贅沢！欧州列車旅行

ドライブインらーめん探訪 
6日- #4　13.20日- #5

27日- #6

四国　歩き遍路の旅 
7日- #24　14.21日- #25

28日- #26

京都よろづ観光帖 
1日- #16　8.22日- #17　

15.29日- #18 Ａｍａｚｉｎｇ　ＫＯＲＥＡ
けーぶるにっぽん　祭・ＪＡＰＡＮ

旅猫ロマン 
6日- #52　13.20日- #53

27日- #54

にっぽん酒処めぐり 
7日- #4　14.21日- #5

28日- #6
離島酒場

大人のヨーロッパ街歩き
HawaiiローカルNEWS！ 林家正蔵の今日も四時から飲み 榊原郁恵の町のお嬢さん HawaiiローカルNEWS！Special

アメリカ紀行
京都よろづ観光帖 中西圭三の朝ぶら散歩 ４Ｋシリーズ　世界湯めぐりの旅 TOKYOぐるっと！グルメ

地球バス紀行
にっぽん酒処めぐり 四国　歩き遍路の旅 ドライブインらーめん探訪 まるごと！北海道

町田忍の昭和レトロ紀行
旅猫ロマン 沖縄ローカルNEWS！Special 

13.27日- #17 知られざるイタリア　美の探訪 ４Ｋシリーズ　日本の夜景

★新作TABI CHANNEL TIMETABLE  2019 March
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