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“インスタ映え”をテーマに、九州の名だたる温泉
地を人気インフルエンサーが巡る旅！
＃1 湯布院温泉（大分県）
＃2 嬉野温泉（佐賀県）

映える！九州女子温泉旅
5/17・31［日］午後3:00～他

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！
＃59 絶景 山中湖と富士吉田

旅猫ロマン
5/23［土］午後1:30～他

世界中の街を歩いているような感覚で
旅情をお届けする新感覚の紀行番組！
＃144 トビリシ～ジョージア～
＃145 ラスパルマス～スペイン～
＃146 バイヨンヌ～フランス～
＃147 サンディエゴ・デ・コンポステラ～スペイン～
＃148 ウランバートル～モンゴル～

鉄道をテーマにした旅シリーズ、待望の新番組がス
タート!!鉄道ポスターに写し出された、心の風景と
出会う旅。
＃11 小歩危駅（土讃線）と福用駅（大井川鐵道）
＃12 土佐昭和駅（予土線）と島越駅（三陸鉄道）

世界ふれあい街歩き
毎週［日］午後9:00～他 ※5/3 スタート

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。
＃7 石川県金沢市 ＜制作協力：金沢ケーブル＞

歩け！マツケン
～松平健の諸国漫遊～

5/10［日］午前11:30～他

素晴らしい景色、息づく動物たちの生態、万物の
営み、人間ドラマなどをお届けします。
＃49 眠れる森のマヤ遺跡ティカル／グアテマラ
＃50 夕映えのヴィコス大渓谷／ギリシャ
＃51 アルプス名峰散歩トリノ／イタリア
＃52 白い大地マカディカディ塩湖／ボツワナ

地球絶景紀行
毎週［日］午前9:00～他　

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！
＃53 銀座・三笠会館 ラ ヴィオラ

林家正蔵の今日も四時から飲み
5/17［日］午後4:00～他

離島酒場
5/9・23［土］午前9:30～他

離島の酒場なら魚は旨いに違いない。島の酒を飲みながら、酒場で話をするだけで、
きっとあったかい気分になれるはず。居酒屋番組は他にもあれど、そんな離島の酒を、
離島の酒場だけを、酒好き、旅好きの俳優田中要次が飲み歩いていきます。
＃31 宮古島　　＃32 宇久島

俳優 田中要次が離島の居酒屋を訪ね、
島ならではの酒、肴を味わう旅！
俳優 田中要次が離島の居酒屋を訪ね、
島ならではの酒、肴を味わう旅！

俳優・髙嶋政宏の「旅番長シリーズ」！
激動のベトナム縦断編、南北約1800キロの旅へ！
＃29 激動！ベトナム縦断編⑨　
＃30 激動！ベトナム縦断編⑩

髙嶋政宏の旅番長
5/9・23［土］午後3:00～他

鉄道ポスターの旅
5/3・17［日］午後2:30～他

新番組

※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。

新番組 新番組

4K制作

新番組



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

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

けーぶるにっぽん　Beauty of Japan がんばろう！日本　（東北番組） 
 

★2日- 6:00～ 東北さんぽ　#31～寛ぎの温泉特集～　てくてく湯るり

地球バス紀行
京都暮らし スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅

ニッポン百年紀行 ヒロスケの長崎歴史さんぽ

にっぽん津々浦  々
～関東②～

東北トラベラー 東北さんぽ
ヨーロッパトレッキング紀行

～寛ぎの温泉特集～　ごほうび温泉 いい伊豆みつけた　★2.9日- #467
★16.23日- #468　★30日- #469

大人のヨーロッパ街歩き（ドイツ・ポーランド・スペイン・オランダ）傑作選
まるごと！北海道　2日- #49

9.23日- #50　★16.30日- #51 地球絶景紀行 
★#49～52離島酒場　2日- #30

★9.16日- #31　★23.30日- #32
けーぶるにっぽん　Beauty of Japan

大人のヨーロッパ街歩き
一生に一度は浸かりたい！

世界湯めぐりの旅
～寛ぎの温泉特集～　てくてく湯るり TOKYOぐるっと！グルメ　3.24日- #15

★10.31日- #16　17日- #14

地球バス紀行
旅して温泉！北海道

HawaiiローカルNEWS！ 
★3.17.31日- #111

10.24日- #110

カリスマシェフのアジア食めぐり
歩け！マツケン～松平健の諸国漫遊～ 

3.24日- #6　★10.31日- #7
17日- #5

まるごと！北海道 
4日- #49　11.25日- #50

18日- #51
いい伊豆みつけた 東北さんぽ 

6.20日- #31　13.27日- #30
HawaiiローカルNEWS！ 

7.21日- #111　14.28日- #110 世界ふれあい街歩き 
#144～147

世界ふれあい街歩き 
#143～147

沖縄ローカルNEWS！Special

中西圭三の朝ぶら散歩 
11.25日- #22

離島酒場 
5日- #30　12.19日- #31

26日- #32
TOKYOぐるっと！グルメ 

6.20日- #15　13.27日- #16
林家正蔵の今日も四時から飲み 

7日- #51　14.28日- #52
21日- #53

京都よろづ観光帖 
3.24日- #31　★10.31日- #32

17日- #30
鉄道ポスターの旅 

4.11日- #11　18.25日- #12
ワイルドスギちゃんが行く！
にっぽん秘境温泉めぐり ドライブインらーめん探訪 にっぽん酒処めぐり

京都よろづ観光帖 
1日- #30　8.22日- #31　

15.29日- #32
中西圭三の朝ぶら散歩 

★9.30日- #22 旅して温泉！北海道

髙嶋政宏の旅番長 
4日- #28　11.18日- #29

25日- #30
四国　歩き遍路の旅 旅猫ロマン 

27日- #59
映える！九州女子温泉旅 

21.28日- #1
歩け！マツケン～松平健の諸国漫遊～ 

1日- #5　8.22日- #6
15.29日- #7

旅猫ロマン 
★23.30日- #59 カリスマシェフのアジア食めぐり

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
地球絶景紀行

にっぽん酒処めぐり

沖縄ローカルNEWS！Special 京都よろづ観光帖 中西圭三の朝ぶら散歩 鉄道ポスターの旅 TOKYOぐるっと！グルメ
鉄道ポスターの旅 
★3.10日- #11

★17.24日- #12

大人のヨーロッパ街歩き
平成酒どころめぐり 秘境駅の旅

地球絶景紀行
まるごと！北海道

髙嶋政宏の旅番長 
2日- #28　★9.16日- #29

★23.30日- #30
映える！九州女子温泉旅 

★17.24日- #1　★31日- #2

映える！九州女子温泉旅 スギちゃんの旅はワイルド！ ご当地ラーメン探訪 HawaiiローカルNEWS！
Special 四国　歩き遍路の旅

にっぽん津々浦  々
～関東②～

～寛ぎの温泉特集～　ごほうび温泉 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 

3日- #51　10.24日- #52
★17.31日- #53

太田和彦の日本百名居酒屋 ヒロスケの長崎歴史さんぽ ドライブインらーめん探訪

大人のヨーロッパ街歩き（ドイツ・ポーランド・スペイン・オランダ）傑作選 ヨーロッパトレッキング紀行
京都暮らし

ニッポン百年紀行

けーぶるにっぽん　Beauty of Japan
地球絶景紀行 

#48～52

東北さんぽ

～寛ぎの温泉特集～　てくてく湯るり いい伊豆みつけた

地球バス紀行

一生に一度は浸かりたい！
世界湯めぐりの旅

まるごと！北海道 
3日- #49　10.24日- #50　

17.31日- #51
TOKYOぐるっと！グルメ 
2日- #14　9.23日- #15

16.30日- #16

離島酒場 
3日- #30　10.17日- #31　

24.31日- #32
まるごと！北海道 

4日- #49　11.25日- #50
18日- #51

いい伊豆みつけた 東北さんぽ 
6.20日- #31　13.27日- #30

HawaiiローカルNEWS！ 
7.21日- #111

14.28日- #110 世界ふれあい街歩き 
#144～147

HawaiiローカルNEWS！ 
9.23日- #111
16.30日- #110 大人のヨーロッパ街歩き

中西圭三の朝ぶら散歩 
11.25日- #22

離島酒場 
5日- #30　12.19日- #31

26日- #32
TOKYOぐるっと！グルメ 

6.20日- #15　13.27日- #16
林家正蔵の今日も四時から飲み 

7日- #51　14.28日- #52
21日- #53

歩け！マツケン～松平健の諸国漫遊～ 
2日- #5　9.23日- #6

16.30日- #7
鉄道ポスターの旅 

4.11日- #11　18.25日- #12
ワイルドスギちゃんが行く！
にっぽん秘境温泉めぐり ドライブインらーめん探訪 にっぽん酒処めぐり

京都よろづ観光帖 
1日- #30　8.22日- #31

15.29日- #32
にっぽん酒処めぐり

世界ふれあい街歩き 
★#144～148髙嶋政宏の旅番長 

4日- #28　11.18日- #29
25日- #30

四国　歩き遍路の旅 旅猫ロマン 
27日- #59

映える！九州女子温泉旅 
21.28日- #1

歩け！マツケン～松平健の諸国漫遊～ 
1日- #5　8.22日- #6

15.29日- #7

鉄道ポスターの旅 
2日- #10　9.16日- #11

23.30日- #12
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 沖縄ローカルNEWS！Special 中西圭三の朝ぶら散歩 

10.31日- #22

沖縄ローカルNEWS！Special 京都よろづ観光帖 中西圭三の朝ぶら散歩 鉄道ポスターの旅 TOKYOぐるっと！グルメ
京都よろづ観光帖 

2日- #30　9.23日- #31
16.30日- #32

旅猫ロマン 
24.31日- #59

大人のヨーロッパ街歩き
平成酒どころめぐり 秘境駅の旅

地球絶景紀行
まるごと！北海道

林家正蔵の今日も四時から飲み 
2.16日- #51　9.30日- #52

23日- #53 地球絶景紀行
映える！九州女子温泉旅 スギちゃんの旅はワイルド！ ご当地ラーメン探訪 ドライブインらーめん探訪

にっぽん津々浦  々
～関東②～

～寛ぎの温泉特集～　ごほうび温泉
新田恵海の女子トク旅 
映える！九州女子温泉旅
23.30日- #1

髙嶋政宏の旅番長 
3日- #28　10.17日- #29　

24.31日- #30

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（ドイツ・ポーランド・スペイン・オランダ）傑作選 ～寛ぎの温泉特集～　ごほうび温泉

まるごと！北海道 
4日- #49　11.25日- #50

18日- #51
いい伊豆みつけた 東北さんぽ 

6.20日- #31　13.27日- #30
HawaiiローカルNEWS！ 

7.21日- #111
14.28日- #110 世界ふれあい街歩き 

#144～147 大人のヨーロッパ街歩き　傑作選
中西圭三の朝ぶら散歩 

11.25日- #22
離島酒場 

5日- #30　12.19日- #31
26日- #32

TOKYOぐるっと！グルメ 
6.20日- #15　13.27日- #16

林家正蔵の今日も四時から飲み 
7日- #51　14.28日- #52

21日- #53
鉄道ポスターの旅 

4.11日- #11　18.25日- #12
ワイルドスギちゃんが行く！
にっぽん秘境温泉めぐり ドライブインらーめん探訪 にっぽん酒処めぐり

京都よろづ観光帖 
1日- #30　8.22日- #31

15.29日- #32 スギちゃんの旅はきまぐれ髙嶋政宏の旅番長 
4日- #28　11.18日- #29

25日- #30
四国　歩き遍路の旅 旅猫ロマン 

27日- #59
映える！九州女子温泉旅 

21.28日- #1
歩け！マツケン～松平健の諸国漫遊～ 

1日- #5　8.22日- #6
15.29日- #7

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
音楽と旅するアメリカ

沖縄ローカルNEWS！Special 京都よろづ観光帖 中西圭三の朝ぶら散歩 鉄道ポスターの旅 TOKYOぐるっと！グルメ

大人のヨーロッパ街歩き
平成酒どころめぐり 秘境駅の旅

地球絶景紀行
まるごと！北海道

けーぶるにっぽん　祭・ＪＡＰＡＮ
映える！九州女子温泉旅 スギちゃんの旅はワイルド！ ご当地ラーメン探訪

★新作TABI CHANNEL TIMETABLE  2020 May

MON    4.11.18.25 TUE  5.12.19.26 WED   6.13.20.27 THU   7.14.21.28 FRI    1.8.15.22.29 SAT   2.9.16.23.30 SUN   3.10.17.24.31
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髙嶋政宏の旅番長
連続放送
各日、午後４時スタート！

4日- 
アジア縦断編
8話連続放送

5日- 
アジア縦断完結編
4話連続放送

6日- 
ベトナム縦断編　
6話連続放送


