
PROGRAM GUIDE

2020
February 2 旅チャンネル

日本で唯一の旅専門チャンネル

TM & © 2020 Turner Japan K.K. A WarnerMedia Company. All Rights Reserved.  ［甦る熊本城 にぎわいの街と温泉ゆるり旅］画像提供 熊本城総合事務所 ［ぜったい台湾］ © GoldSunTV ［スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅］TM & © 2020  Turner Japan／ © S-Field

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！
日本各地で今も愛されるドライブインのラーメ
ンを訪ねます。
#15 オン・ザ・茨城ロード
#16 オン・ザ・千葉ロード

ドライブインらーめん探訪
2/9・23［日］午後4:30～他

地元目線で選んだ沖縄の旬のローカルニュースを
お届けした「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！
#22 総集編５

沖縄ローカルNEWS！
Special

2/9［日］午後0:00～他
復興のシンボル「熊本城のいま」と熊本市を中心
とする美しい光景・歴史資産・美味しい食べ物・歴
史ある温泉街植木温泉を訪ねるゆるり旅をご紹介
します。

声優で歌手の新田恵海が、毎話、友人の女性ゲストとともに
女性がちょっと得した気分になる旅へ出掛けます。
旅好きな女性がちょっと得した気分を味わえる＜女子トク＞
スポットや、女性だからこそ受けられるサービスやプランな
ど、女性におススメの旅先をたっぷりとご紹介していきます。
#3・4　奈良＜ゲスト中村繪里子＞

甦る熊本城
にぎわいの街と温泉ゆるり旅

2/7［金］午後10:00～他
俳優松平健が地元ケーブルテレビ局スタッフが
案内する“街のおすすめスポット”を歩き、街ぶら
旅を通して、その街の魅力を発見していくシリー
ズ番組。
#4　福岡県福岡市
＜制作協力：ジェイコム九州＞

歩け！マツケン
～松平健の諸国漫遊～

2/9［日］午前11:30～他

自他ともに認める、カリスマ温泉ソムリエ(!?)の
スギちゃんが、その土地の名物や地元の情報を探
し出し、各地の人々との触れ合いを楽しみながら、
”スギちゃん流素晴らしい温泉旅“をお届けします。
#5 黒川温泉　#6 筋湯温泉

スギちゃんの
にっぽん秘湯名湯旅
2/11・25［火］午後1:00～他

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。
#29 伏見の酒

京都よろづ観光帖
2/9［日］午後0:30～他

旅猫ロマン
2/15・29［土］午後1:30～他 その土地の文化や名所も交え、そこに生きる猫たちの様子をゆったり描く、猫の旅！

#57 レトロモダン奈良3　#58 やすらぎの箱根

旅先の様々な町に暮らす猫を求めて各地を訪ね歩く、猫の旅！旅先の様々な町に暮らす猫を求めて各地を訪ね歩く、猫の旅！

台湾在住の日本人・加賀美智久（TOMO）が
伝統的な習慣や地元文化を体験しながら
台湾の魅力をご紹介!!

ぜったい台湾
2/1・15・29［土］午前7:00～他

新田恵海の女子トク旅
2/9・23［日］午後3:00～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。

4K制作

ネコの日（2/22）を記念して、「旅猫ロマン」集中放送　2/4より毎週［火］～［金］午前8：30～他



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!

知られざるイタリア　美の探訪 がんばろう！日本　（東北番組） 
★1日- 6:00～ 東北さんぽ　#28けーぶるにっぽん　祭・JAPAN

地球絶景紀行
ぜったい台湾 

★1.8日- #3　★15.22日- #4
★29日- #5

スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅

知られざるイタリア　美の探訪

にっぽん津々浦  々
～東北⑥～

東北トラベラー 東北さんぽ けーぶるにっぽん　Beauty of JAPAN

～ネコの日特集～　旅猫ロマン いい伊豆みつけた　1日- #460
★8.15日- #461　★22.29日- #462 パティのメキシカン・クッキング

大人のヨーロッパ街歩き（ベルギー・オーストリア・ポルトガル　ほか）傑作選
まるごと！北海道　1日- #46

8.22日- #47　★15.29日- #48 ４Ｋシリーズ　Best of Japan

離島酒場 秘境駅の旅
知られざるイタリア　美の探訪

大人のヨーロッパ街歩き
世界湯めぐりの旅 

2.16日- #12　★9.23日- #13
けーぶるにっぽん　祭・JAPAN TOKYOぐるっと！グルメ 

2.16日- #12　★9.23日- #13

地球絶景紀行
鉄道車窓物語

HawaiiローカルNEWS！ 
★2.16日- #108
9.23日- #107

ヒロスケの長崎歴史さんぽ
歩け！マツケン

～松平健の諸国漫遊～ 
2.16日- #3　★9.23日- #4

まるごと！北海道 
3日- #46　10.24日- #47

17日- #48
いい伊豆みつけた 東北さんぽ 

5.19日- #28　12.26日- #27
HawaiiローカルNEWS！ 

6.20日- #108
13.27日- #107 世界ふれあい街歩き 世界ふれあい街歩き

沖縄ローカルNEWS！Special 
★9.23日- #22

中西圭三の朝ぶら散歩 
3.17日- #19　10.24日- #20 榊原郁恵の町のお嬢さん TOKYOぐるっと！グルメ 

5.19日- #12　12.26日- #13
林家正蔵の今日も四時から飲み 

6日- #48　13.27日- #49
20日- #50

京都よろづ観光帖 
2.16日- #28　★9.23日- #29

４Ｋシリーズ　世界湯めぐりの旅 
3.17日- #12　10.24日- #13

スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅 
4日- #4　★11.18日- #5

★25日- #6

ドライブインらーめん探訪 
5日- #14　12.19日- #15

26日- #16

にっぽん酒処めぐり 
★6.13日- #16
★20.27日- #17

京都よろづ観光帖 
7.21日- #28　14.28日- #29

中西圭三の朝ぶら散歩 
1日- #18　★8.22日- #20

15.29日- #19
鉄道車窓物語

新田恵海の女子トク旅 
3.10日- #2　17.24日- #3 四国　歩き遍路の旅

旅猫ロマン 
5日- #55　12日- #56

19.26日- #57
ごほうび温泉 歩け！マツケン～松平健の諸国漫遊～ 

7.21日- #3　14.28日- #4
旅猫ロマン 

1.8日- #56　★15.22日- #57
★29日- #58

ヒロスケの長崎歴史さんぽ

歩け！マツケン
～松平健の諸国漫遊～ 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
地球バス紀行

にっぽん酒処めぐり

沖縄ローカルNEWS！
Special 

10日- #22
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 ４Ｋシリーズ　日本の夜景

大人の
ヨーロッパ街歩き

にっぽん酒処めぐり
ぜったい台湾 

5.12日- #3　19.26日- #4

ドライブインらーめん探訪 まるごと！北海道 髙嶋政宏の旅番長
新田恵海の女子トク旅 

2日- #2　★9.16日- #3
★23日- #4

離島酒場 スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅 ４Ｋシリーズ　日本の夜景
8日-  甦る熊本城 

にぎわいの街と温泉ゆるり旅
HawaiiローカルNEWS！Special

四国　歩き遍路の旅

にっぽん津々浦  々
～東北⑥～

～ネコの日特集～　旅猫ロマン スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅
林家正蔵の今日も四時から飲み 

2日- #48　9.23日- #49
★16日- #50

太田和彦の日本百名居酒屋 知られざるイタリア
美の探訪

ドライブインらーめん探訪 
2日- #14　★9.16日- #15

★23日- #16

大人のヨーロッパ街歩き（ベルギー・オーストリア・ポルトガル　ほか）傑作選

けーぶるにっぽん
Beauty of JAPAN ぜったい台湾 

2.9日- #3　16.23日- #4パティの
メキシカン・クッキング

知られざるイタリア　美の探訪 ４Ｋシリーズ
Best of Japan 東北さんぽ

けーぶるにっぽん　祭・JAPAN 秘境駅の旅 いい伊豆みつけた

地球絶景紀行

世界湯めぐりの旅
1日- #11　8日- #12

15.29日- #13

9日-  甦る熊本城 
にぎわいの街と温泉ゆるり旅

まるごと！北海道
2日- #46　16日- #48　23日- #47　

TOKYOぐるっと！グルメ
1日- #11　8日- #12

15.29日- #13
離島酒場

まるごと！北海道 
3日- #46　10.24日- #47

17日- #48
いい伊豆みつけた 東北さんぽ 

5.19日- #28　12.26日- #27
13日- 
甦る熊本城 にぎわいの街と温泉ゆるり旅 
Hawaiiローカル
6.20日- #108　27日- #107 世界ふれあい街歩き

Hawaii　1.29日- #107　8日- #108 
15日- 
甦る熊本城 にぎわいの街と温泉ゆるり旅

大人のヨーロッパ街歩き
中西圭三の朝ぶら散歩 

3.17日- #19　10.24日- #20
榊原郁恵の

町のお嬢さん
TOKYOぐるっと！グルメ 

5.19日- #12　12.26日- #13
林家正蔵の今日も四時から飲み 

6日- #48　13.27日- #49
20日- #50

歩け！マツケン～松平健の諸国漫遊～ 
1日- #2　8.22日- #3　15.29日- #4

４Ｋシリーズ　世界湯めぐりの旅 
3.17日- #12　10.24日- #13

スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅 
4日- #4　11.18日- #5

25日- #6

ドライブインらーめん探訪 
5日- #14　12.19日- #15

26日- #16
にっぽん酒処めぐり 

6.13日- #16　20.27日- #17
京都よろづ観光帖 

7.21日- #28　14.28日- #29 にっぽん酒処めぐり
世界ふれあい街歩き

新田恵海の女子トク旅 
3.10日- #2　17.24日- #3 四国　歩き遍路の旅

旅猫ロマン 
5日- #55　12日- #56

19.26日- #57
ごほうび温泉 歩け！マツケン～松平健の諸国漫遊～ 

7.21日- #3　14.28日- #4 ４Ｋシリーズ　日本の夜景

歩け！マツケン
～松平健の諸国漫遊～ 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

★7日- 
甦る熊本城 にぎわいの街と温泉ゆるり旅 
HawaiiローカルNEWS！Special

沖縄ローカルNEWS！Special 
15.29日- #22

中西圭三の朝ぶら散歩 
2.16日- #19　9.23日- #20

沖縄ローカルNEWS！Special 
10.24日- #22 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- #27　8.22日- #28

15.29日- #29
旅猫ロマン 

2.9日- #56　16.23日- #57

大人のヨーロッパ街歩き
にっぽん酒処めぐり

ぜったい台湾 
5.12日- #3　19.26日- #4

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- #48　8.29日- #49

22日- #50 地球バス紀行
離島酒場 スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅 ４Ｋシリーズ　日本の夜景

ドライブインらーめん探訪 
1.8日- #14　15.22日- #15

29日- #16

にっぽん津々浦  々
～東北⑥～

～ネコの日特集～　旅猫ロマン
新田恵海の女子トク旅 

1.8日- #2　15.22日- #3
29日- #4

髙嶋政宏の旅番長

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

大人のヨーロッパ街歩き（ベルギー・オーストリア・ポルトガル　ほか）傑作選 ～ネコの日特集～　旅猫ロマン

まるごと！北海道 
3日- #46　10.24日- #47

17日- #48
いい伊豆みつけた 東北さんぽ 

5.19日- #28　12.26日- #27
HawaiiローカルNEWS！ 

6.20日- #108
13.27日- #107 世界ふれあい街歩き 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- #19　10.24日- #20 榊原郁恵の町のお嬢さん TOKYOぐるっと！グルメ 

5.19日- #12　12.26日- #13
林家正蔵の今日も四時から飲み 

6日- #48　13.27日- #49
20日- #50

４Ｋシリーズ　世界湯めぐりの旅 
3.17日- #12　10.24日- #13

スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅 
4日- #4　11.18日- #5　25日- #6

ドライブインらーめん探訪 
5日- #14　12.19日- #15

26日- #16
にっぽん酒処めぐり 

6.13日- #16　20.27日- #17
京都よろづ観光帖 

7.21日- #28　14.28日- #29
パティのメキシカン・クッキング

新田恵海の女子トク旅 
3.10日- #2　17.24日- #3 四国　歩き遍路の旅

旅猫ロマン 
5日- #55　12日- #56

19.26日- #57
ごほうび温泉 歩け！マツケン～松平健の諸国漫遊～ 

7.21日- #3　14.28日- #4

歩け！マツケン～松平健の諸国漫遊～ 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
アメリカ紀行沖縄ローカルNEWS！Special 

10.24日- #22 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

大人のヨーロッパ街歩き
にっぽん酒処めぐり ぜったい台湾 

5.12日- #3　19.26日- #4
ドライブインらーめん探訪 まるごと！北海道

けーぶるにっぽん　祭・JAPAN
離島酒場 スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅 ４Ｋシリーズ　日本の夜景

★新作TABI CHANNEL TIMETABLE  2020 February

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
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