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ごほうび温泉
4/14・28［日］午前11:30～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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各分野で活躍し、注目の”スペシャリスト”と呼ばれる、輝く、素敵なオトナの女性たちが毎回登場。
自分へのごほうびとして、とっておきの温泉をご案内します。
#7 剣舞師 川渕かおり（箱根・天山湯治郷）
#8 雑誌編集長 不動まゆう（千葉県犬吠崎）

落語家林家正蔵の楽しみ“四時から飲み”
オススメのお店をご紹介！
#40 御徒町・吉池食堂

林家正蔵の今日も四時から飲み
4/21［日］午後4:00～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！
#47 総集編⑦

榊原郁恵の町のお嬢さん
4/14［日］午前9:00～他

長距離バスから、街の路線バスまで！
バスを乗り継いで地球を回る旅！
#27 三国志と大仏の地へ／中国　
#28 マレー半島北上500キロ／マレーシア
#29 アンデス神々の頂へ／ペルー
#30 アドリア海沿岸 蒼の道／クロアチア

地球バス紀行
毎週［土］午後0:00～他　※4/6［土］スタート

大人気のイタリア各地の絶景をドローンで撮影
した贅沢なシリーズ番組です。
#6 ウルビーノ公国　  
#7 サルッツォ侯国
#8 ボロメオ諸島とベッラ島
#9 アナーニ教皇の都市

知られざるイタリア 美の探訪
毎週［日］午前8:30～他

各分野で注目の女性たちが選んだ、自分へのごほうび温泉旅各分野で注目の女性たちが選んだ、自分へのごほうび温泉旅

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。
＃19は社寺と密接に関わる門前餅（菓子）につ
いて特集します。

京都よろづ観光帖

4/14［日］午後0:30～他
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
#3 イタリア・トスカーナ編

一生に一度は浸かりたい！
世界湯めぐりの旅
4/14［日］午前10:00～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
#3 渋谷

TOKYOぐるっと！グルメ

4/14［日］午前10:30～他
北海道の自然、食、温泉、人々など、
旅をしてみたくなるスポットを紹介します！
＃38 東川

まるごと！北海道

4/20［土］午前9:00～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。
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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!

ルート６６の旅　グレートアメリカンレース　/　世界ふれあい街歩き　/　ヨーロッパトレッキング紀行
がんばろう！日本　（東北番組） 

 
★6日- 6:00～ 東北さんぽ　#18

東京TOWNS 大人旅行 ４Ｋシリーズ 
ヨーロッパトレッキング紀行榊原郁恵の町のお嬢さん 東北さんぽ

にっぽん津々浦  々
～九州編③～

～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　（美食とワインのツール・ド・フランス　ボルドー地　/　シチリア島Part１～５）

けーぶるにっぽん　祭・ＪＡＰＡＮ スギちゃんの旅はワイルド！
いい伊豆みつけた 

★6.13日- #439　★20.27日- #440
知られざるイタリア　美の探訪 

★＃6-9
～憧れのヨーロッパ特集～ 

 
大人のヨーロッパ街歩き　傑作選（イギリス・アイルランド・ノルウェー・フィンランド・スウェーデン・エストニア）

まるごと！北海道　6日- #36
13.27日- #37　★20日- #38

榊原郁恵の町のお嬢さん 
7.21日- #46　★14.28日- #47

カリスマシェフのアジア食めぐり ヒロスケの長崎歴史さんぽ 

ルート６６の旅　グレートアメリカンレース　/　世界ふれあい街歩き　/　ヨーロッパトレッキング紀行 音楽と旅するアメリカ
４Ｋシリーズ　世界湯めぐりの旅 
7.21日- #2　★14.28日- #3

TOKYOぐるっと！グルメ 
7.21日- #2　★14.28日- #3

東京TOWNS パティのメキシカン・クッキング HawaiiローカルNEWS！ 
★7.21日- #98　14.28日- #97

榊原郁恵の町のお嬢さん 小都たび ごほうび温泉　7日- #6
★14.21日- #7　★28日- #8

まるごと！北海道 
1.15日- #36　8.29日- #37

22日- #38
いい伊豆みつけた 東北さんぽ 

3.17日- #17　10.24日- #18
HawaiiローカルNEWS！ 

4.18日- #97　11.25日- #98 地球絶景紀行 
 

クルーズへの誘い
地球バス紀行 
★＃27～30

沖縄ローカルNEWS！Special

中西圭三の朝ぶら散歩 
1日- #8　8.22日- #9

15.29日- #10

榊原郁恵の町のお嬢さん 
2日- #45　9.23日- #46　

16.30日- #47

TOKYOぐるっと！グルメ 
3日- ＃1　10.24日- #2

17日- #3

林家正蔵の今日も四時から飲み 
4.18日- #39　11日- #38

25日- #40
京都よろづ観光帖 

7.21日- #18　★14.28日- #19
４Ｋシリーズ　世界湯めぐりの旅 

1日- #1　8.22日- #2
15.29日- #3　 ちょっと贅沢！欧州列車旅行

3日- 
ドライブインらーめん探訪　#6 
秘境駅の旅

四国　歩き遍路の旅 
4日- #26　11.18日- #27

25日- #28

京都よろづ観光帖 
5日- #17　12.26日- #18

19日- #19
中西圭三の朝ぶら散歩 

6.20日- #9　★13.27日- #10 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
4日- にっぽん酒処めぐり　#6 
ごほうび温泉
11日- #6　18.25日- #7

離島酒場 旅猫ロマン 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
平成酒処めぐり 四国　歩き遍路の旅 ご当地ラーメン探訪 まるごと！北海道 ４Ｋシリーズ　日本の夜景 離島酒場

ごほうび温泉 沖縄ローカルNEWS！Special 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 
★7.14日- #27
★21.28日- #28

にっぽん津々浦  々
～九州編③～

～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　（美食とワインのツール・ド・フランス　ボルドー地　/　シチリア島Part１～５）
ロシア・トラベルガイド

林家正蔵の今日も四時から飲み 
7日- #38　14.28日- #39

★21日- #40

ご当地ラーメン探訪

～憧れのヨーロッパ特集～ 
 

大人のヨーロッパ街歩き　傑作選（イギリス・アイルランド・ノルウェー・フィンランド・スウェーデン・エストニア）

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 
＃5-8 東北さんぽ

ルート６６の旅　グレートアメリカンレース　/　世界ふれあい街歩き　/　ヨーロッパトレッキング紀行

榊原郁恵の町のお嬢さん 
6日- #45　13.27日- #46

20日- #47
けーぶるにっぽん　祭・ＪＡＰＡＮ

ヒロスケの長崎歴史さんぽ 
いい伊豆みつけた 
7.14日- #439
21.28日- #440

東京TOWNS
４Ｋシリーズ　世界湯めぐりの旅 

6日- #1　13.27日- #2
20日- #3　

まるごと！北海道 
7日- #36　14.28日- #37

21日- #38

榊原郁恵の町のお嬢さん
TOKYOぐるっと！グルメ 
6日- #1　13.27日- #2

20日- #3
カリスマシェフのアジア食めぐり

まるごと！北海道 
1.15日- #36　8.29日- #37　

22日- #38
いい伊豆みつけた 東北さんぽ 

3.17日- #17　10.24日- #18
HawaiiローカルNEWS！ 

4.18日- #97　11.25日- #98 地球絶景紀行 
 

クルーズへの誘い

HawaiiローカルNEWS！ 
6.20日- #97　13.27日- #98

音楽と旅するアメリカ中西圭三の朝ぶら散歩 
1日- #8　8.22日- #9

15.29日- #10

榊原郁恵の町のお嬢さん 
2日- #45　9.23日- #46　

16.30日- #47

TOKYOぐるっと！グルメ 
3日- ＃1　10.24日- #2

17日- #3

林家正蔵の今日も四時から飲み 
4.18日- #39　11日- #38

25日- #40

6日- にっぽん酒処めぐり　#6 
ごほうび温泉
13日- #6　20.27日- #7

４Ｋシリーズ　世界湯めぐりの旅 
1日- #1　8.22日- #2

15.29日- #3　 ちょっと贅沢！欧州列車旅行

3日- 
ドライブインらーめん探訪　#6 
秘境駅の旅

四国　歩き遍路の旅 
4日- #26　11.18日- #27

25日- #28

京都よろづ観光帖 
5日- #17　12.26日- #18

19日- #19 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

4日- にっぽん酒処めぐり　#6 
ごほうび温泉
11日- #6　18.25日- #7

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 中西圭三の朝ぶら散歩 
7.21日- #9　14.28日- #10

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 

6日- #17　13.27日- #18
20日- #19

旅猫ロマン

地球バス紀行
平成酒処めぐり 四国　歩き遍路の旅 ご当地ラーメン探訪 まるごと！北海道

林家正蔵の今日も四時から飲み 
6.20日- #39　13日- #38

27日- #40 世界ふれあい街歩き
ごほうび温泉 沖縄ローカルNEWS！Special 知られざるイタリア　美の探訪 ４Ｋシリーズ　日本の夜景 ご当地ラーメン探訪

にっぽん津々浦  々
～九州編③～

～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　（美食とワインのツール・ド・フランス　ボルドー地　/　シチリア島Part１～５）

離島酒場 ４Ｋシリーズ　日本の夜景

四国　歩き遍路の旅 
6日- ＃26　13.20日- #27

27日- #28
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　傑作選（イギリス・アイルランド・ノルウェー・フィンランド・スウェーデン・エストニア）

～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

まるごと！北海道 
1.15日- #36　8.29日- #37

22日- #38
いい伊豆みつけた 東北さんぽ 

3.17日- #17　10.24日- #18
HawaiiローカルNEWS！ 

4.18日- #97　11.25日- #98 地球絶景紀行 
 

クルーズへの誘い

～憧れのヨーロッパ特集～ 
 

大人のヨーロッパ街歩き　傑作選中西圭三の朝ぶら散歩 
1日- #8　8.22日- #9

15.29日- #10

榊原郁恵の町のお嬢さん 
2日- #45　9.23日- #46

16.30日- #47

TOKYOぐるっと！グルメ 
3日- ＃1　10.24日- #2

17日- #3

林家正蔵の今日も四時から飲み 
4.18日- #39　11日- #38

25日- #40
４Ｋシリーズ　世界湯めぐりの旅 

1日- #1　8.22日- #2
15.29日- #3　 ちょっと贅沢！欧州列車旅行

3日- 
ドライブインらーめん探訪　#6 
秘境駅の旅

四国　歩き遍路の旅 
4日- #26　11.18日- #27

25日- #28

京都よろづ観光帖 
5日- #17　12.26日- #18

19日- #19 東京TOWNS
けーぶるにっぽん　祭・ＪＡＰＡＮ 旅猫ロマン

4日- にっぽん酒処めぐり　#6 
ごほうび温泉
11日- #6　18.25日- #7

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

Ａｍａｚｉｎｇ　ＫＯＲＥＡ
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
平成酒処めぐり 四国　歩き遍路の旅 ご当地ラーメン探訪 まるごと！北海道

町田忍の昭和レトロ紀行
ごほうび温泉 沖縄ローカルNEWS！Special 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 April

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