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ワイルドスギちゃんが行く！
にっぽん秘境温泉めぐり
6/8・22［土］午後5:00～他

旅チャンネル
日本で唯一の旅専門チャンネル

TM & © 2019 Turner Japan K.K. A WarnerMedia Company. All Rights Reserved.　［ワイルドスギちゃんが行く！にっぽん秘境温泉めぐり］TM & © 2019 Turner Japan／ © S-Field

ワイルドな男スギちゃん、実は温泉ソムリエの資格を持つほどの温泉愛好家。
そんなスギちゃんが簡単にはたどり着けない山奥や秘境にある隠された温泉をご紹介します。
＃7 大牧温泉　大牧温泉観光旅館（富山県）
＃8 燕温泉　黄金の湯 ホテル岩戸屋（新潟県）

Hawaii　ローカルNEWS！Special
6/8［土］午後3:30～他

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！
早朝だからこそみえる新しい街の姿、新しい発見、素敵な人達との出会いもたっぷりとご紹介します。
＃12 京都エリアの朝2

ハワイ在住の制作スタッフがローカル情報をお送りしている「Hawaii ローカルNEWS!」。
楽園ハワイから、一つのテーマを取り上げて、さらなるハワイの魅力をスペシャル版でお届けします。
＃30 移住への第一歩　～ハワイの不動産事情～　

中西圭三の朝ぶら散歩
6/8［土］午後1:00～他

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！
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！

「沖縄ローカルNEWS!」のスペシャル版。
みーかーねぇねぇこと、玉城美香がウチナーを
離れ、沖縄の離島の旅へでかけます！
＃18 みーかーねぇねぇといく離島ふれあい旅
　　  ～渡嘉敷島編～

沖縄ローカルNEWS！
Special

6/9［日］午後0:00～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
＃5 上野

TOKYOぐるっと！グルメ
6/9［日］午前10:30～他

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。
＃11 神田鯉栄（講談師）
＃12 井上こん（ライター／うどん研究家）

ごほうび温泉
6/9・23［日］午前11:30～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
＃5 ニュージーランド ロトルア編 
　　ヘルズゲート＆ポリネシアンスパ

一生に一度は浸かりたい！
世界湯めぐりの旅
6/9［日］午前10:00～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!

地球絶景紀行
がんばろう！日本　（東北番組） 

 
★1日- 6:00～東北さんぽ　#20

東京TOWNS 鉄道車窓物語
４Ｋシリーズ　日本四季菜彩

パティのメキシカン・クッキング 東北さんぽ

にっぽん津々浦  々
～九州編⑤～

４Ｋシリーズ　Best of Japan けーぶるにっぽん　祭・ＪＡＰＡＮ ワイルドスギちゃん　にっぽん秘境温泉めぐり 
2日- #6　9.16日- #7　23.30日- #8

東北トラベラー いい伊豆みつけた　★4.11日- #443
★18.25日- #444　★29日- #445

知られざるイタリア　美の探訪 
★＃14-16

大人のヨーロッパ街歩き（オランダ・ベルギー・イタリア）傑作選
まるごと！北海道　1日- #38

8.22日- #39　★15.29日- #40 音楽と旅するアメリカカリスマシェフのアジア食めぐり 
４Ｋシリーズ　東京グルメ噺

地球絶景紀行 地球絶景紀行
４Ｋシリーズ　世界湯めぐりの旅 

2.23日- #4　★9.30日- #5　16日- #3
TOKYOぐるっと！グルメ 

2.23日- #4　★9.30日- #5　16日- #3

東京TOWNS 京都暮らし HawaiiローカルNEWS！ 
★2.16日- #100　9.23日- #99

パティのメキシカン・クッキング クルーズへの誘い
ごほうび温泉 

2日- #10　★9.16日- #11
★23.30日- #12

まるごと！北海道 
3日- #38　10.24日- #39

17日- #40
いい伊豆みつけた 東北さんぽ 

5.19日- #20　12.26日- #19
HawaiiローカルNEWS！ 

6.20日- #100　13.27日- #99 世界ふれあい街歩き 
＃121～124

地球バス紀行 
★＃35～39

沖縄ローカルNEWS！Special 
★9.23日- #18

中西圭三の朝ぶら散歩 
3.17日- #11　10.24日- #12 榊原郁恵の町のお嬢さん TOKYOぐるっと！グルメ 

5.19日- #4　12.26日- #5
林家正蔵の今日も四時から飲み 

6日- #40　13.27日- #41
20日- #42

京都よろづ観光帖 
2.23日- #20　★9.30日- #21

16日- #19
４Ｋシリーズ　世界湯めぐりの旅 

3.17日- #4　10.24日- #5
ちょっと贅沢！欧州列車旅行

秘境駅の旅 四国　歩き遍路の旅 京都よろづ観光帖 
7.21日- #20　14.28日- #21

中西圭三の朝ぶら散歩 
1.22日- #11　★8.29日- #12

15日- #10 世界ふれあい街歩き 
★#121～125

けーぶるにっぽん　祭・ＪＡＰＡＮ 旅猫ロマン
ごほうび温泉 

6日- #10　13.20日- #11
27日- #12

ワイルドスギちゃん
にっぽん秘境温泉めぐり 

7日- #5　14日- #6　21.28日- #7
旅猫ロマン

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 髙嶋政宏の旅番長

HawaiiローカルNEWS！
Special 

14.28日- #30 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
平成酒どころめぐり ワイルドスギちゃん

にっぽん秘境温泉めぐり ドライブインらーめん探訪 まるごと！北海道 にっぽん酒処めぐり 日本伝統温泉の旅

ごほうび温泉 沖縄ローカルNEWS！Special 
12.26日- #18 知られざるイタリア　美の探訪 大人旅行

HawaiiローカルNEWS！
Special 

★8.22日- #30
四国　歩き遍路の旅

にっぽん津々浦  々
～九州編⑤～

４Ｋシリーズ　Best of Japan
４Ｋシリーズ　日本四季菜彩

林家正蔵の今日も四時から飲み 
2日- #40　9.23日- #41

★16.30日- #42

太田和彦の日本百名居酒屋 ドライブインらーめん探訪

大人のヨーロッパ街歩き（オランダ・ベルギー・イタリア）傑作選

ワイルドスギちゃん
にっぽん秘境温泉めぐり 

1日- #6　★8.15日- #7　★22.29日- #8
鉄道車窓物語

知られざるイタリア　美の探訪 
＃13-16 東北さんぽ

地球絶景紀行 音楽と旅するアメリカ
けーぶるにっぽん　祭・ＪＡＰＡＮ

いい伊豆みつけた

東京TOWNS
４Ｋシリーズ　世界湯めぐりの旅 

1日- #3　8.22日- #4
15.29日- #5

まるごと！北海道 
2日- #38　9.23日- #39　

16.30日- #40

パティのメキシカン・クッキング
TOKYOぐるっと！グルメ 
1日- #3　8.22日- #4

15.29日- #5
カリスマシェフのアジア食めぐり 
４Ｋシリーズ　東京グルメ噺

まるごと！北海道 
3日- #38　10.24日- #39

17日- #40
いい伊豆みつけた 東北さんぽ 

5.19日- #20　12.26日- #19
HawaiiローカルNEWS！ 

6.20日- #100　13.27日- #99 世界ふれあい街歩き 
＃121～124

HawaiiローカルNEWS！ 
1.15日- #99　18.22日- #100

地球絶景紀行
中西圭三の朝ぶら散歩 

3.17日- #11　10.24日- #12 榊原郁恵の町のお嬢さん TOKYOぐるっと！グルメ 
5.19日- #4　12.26日- #5

林家正蔵の今日も四時から飲み 
6日- #40　13.27日- #41

20日- #42

ごほうび温泉 
1.8日- #10　15.22日- #11

29日- #12
４Ｋシリーズ　世界湯めぐりの旅 

3.17日- #4　10.24日- #5
ちょっと贅沢！欧州列車旅行

秘境駅の旅 四国　歩き遍路の旅 京都よろづ観光帖 
7.21日- #20　14.28日- #21

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

ごほうび温泉 
6日- #10　13.20日- #11

27日- #12

ワイルドスギちゃん
にっぽん秘境温泉めぐり 

7日- #5　14日- #6　21.28日- #7

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 髙嶋政宏の旅番長

HawaiiローカルNEWS！
Special 

14.28日- #30
沖縄ローカルNEWS！Special 

15.29日- #18
中西圭三の朝ぶら散歩 

2.23日- #11　9.30日- #12
16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 

1日- #19　8.22日- #20
15.29日- #21

旅猫ロマン

地球バス紀行
平成酒どころめぐり ワイルドスギちゃん

にっぽん秘境温泉めぐり 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 
1.15日- #40　8.29日- #41

22日- #42 世界ふれあい街歩き
ごほうび温泉 沖縄ローカルNEWS！Special 

12.26日- #18 知られざるイタリア　美の探訪 大人旅行 ドライブインらーめん探訪

にっぽん津々浦  々
～九州編⑤～

４Ｋシリーズ　Best of Japan 日本伝統温泉の旅 にっぽん酒処めぐり

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 
16.30日- #30

大人のヨーロッパ街歩き（オランダ・ベルギー・イタリア）傑作選 ４Ｋシリーズ　Best of Japan

まるごと！北海道 
3日- #38　10.24日- #39

17日- #40
いい伊豆みつけた 東北さんぽ 

5.19日- #20　12.26日- #19
HawaiiローカルNEWS！ 

6.20日- #100　13.27日- #99 世界ふれあい街歩き 
＃121～124 大人のヨーロッパ街歩き　傑作選

中西圭三の朝ぶら散歩 
3.17日- #11　10.24日- #12 榊原郁恵の町のお嬢さん TOKYOぐるっと！グルメ 

5.19日- #4　12.26日- #5
林家正蔵の今日も四時から飲み 

6日- #40　13.27日- #41
20日- #42

４Ｋシリーズ　世界湯めぐりの旅 
3.17日- #4　10.24日- #5

ちょっと贅沢！欧州列車旅行
秘境駅の旅 四国　歩き遍路の旅 京都よろづ観光帖 

7.21日- #20　14.28日- #21 小都たび 
 

ホリスティックな休日けーぶるにっぽん　祭・ＪＡＰＡＮ 旅猫ロマン
ごほうび温泉 

6日- #10　13.20日- #11
27日- #12

ワイルドスギちゃん
にっぽん秘境温泉めぐり 

7日- #5　14日- #6　21.28日- #7

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 髙嶋政宏の旅番長 HawaiiローカルNEWS！Special 

14.28日- #30 Ａｍａｚｉｎｇ　ＫＯＲＥＡ 
 

石井宏子のキレイになる温泉京都よろづ観光帖 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
平成酒どころめぐり ワイルドスギちゃん

にっぽん秘境温泉めぐり 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

ごほうび温泉 沖縄ローカルNEWS！Special 
12.26日- #18 知られざるイタリア　美の探訪 大人旅行

★新作TABI CHANNEL TIMETABLE  2019 June

MON  3.10.17.24 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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