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旨し一杯、極上の肴を求め、にっぽんの酒蔵のある街を
雑誌「古典酒場」元編集長・倉嶋紀和子がさすらいます。
＃20 和歌山県和歌山市・海南市 その①
＃21 和歌山県和歌山市・海南市 その②

にっぽん酒処めぐり
7/12・26［日］午後2:00～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！
＃153 ウロツワフ～ポーランド～
＃154 ミュンヘン～ドイツ～
＃155 サルデーニャ島 アルゲーロ～イタリア～
＃156 リマ～ペルー～

旅行先として大人気の観光地ハワイ!
最新情報を毎月お届け!
旬な情報はこの番組で要チェック!!
＃113 Jul.2020

Hawaii ローカルNEWS!
7/5［日］午前11:00～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!
＃55 御徒町・羊香味坊

林家正蔵の
今日も四時から飲み

7/19［日］午後4:00～他 

ドライブイン
らーめん探訪

7/12・26［日］午後4:30～他
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。
俳優・佐藤二朗が、旅人の「俺」として、愉快なナレーションでご案内します。
＃19 オン・ザ・神奈川ロード①　＃20 オン・ザ・神奈川ロード②

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!
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!

自他ともに認めるカリスマ温泉ソムリエ(!?)
スギちゃんが大自然あふれる秘湯宿へ!
＃9 温泉津温泉

スギちゃんの
にっぽん秘湯名湯旅

7/11［土］午後4:00～他

世界ふれあい街歩き
毎週［日］午後9:00～他 

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！
＃35 伊良部島 　＃36 興居島・中島

離島酒場
7/4・18［土］午前9:30～他

「ドライブインらーめん探訪」新作スタートを記念して、
各地のラーメン文化の源流を探訪する「ご当地ラーメン探訪」を
7月～8月の2ヶ月に渡り一挙放送！

ご当地らーめん探訪 一挙放送
毎週［火］～［金］午前8:30～他 ※7/7［火］スタート

新番組

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

パティのメキシカン・クッキング
がんばろう！日本　（東北番組）

ごほうび温泉
スギちゃんの旅はきまぐれ 京都暮らし スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅 

5.26日- #8　12.19日- #9
離島酒場 ニッポン百年紀行 カリスマシェフのアジア食めぐり

にっぽん津々浦  々
～関東④～

東北トラベラー 東北さんぽ
ロシア・トラベルガイド

～グルメ特集～　ご当地ラーメン探訪 いい伊豆みつけた　4日- #471
★11.18日- #472　★25日- #473

大人のヨーロッパ街歩き　傑作選
まるごと！北海道

地球バス紀行離島酒場　★4.11日- #35
★18.25日- #36

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

榊原郁恵の町のお嬢さん
ごほうび温泉 TOKYOぐるっと！グルメ

スギちゃんの旅はきまぐれ
日本四季菜彩

HawaiiローカルNEWS！ 
★5.19日- #113
12.26日- #112

離島酒場 歩け！マツケン
～松平健の諸国漫遊～

まるごと！北海道 いい伊豆みつけた 東北さんぽ
HawaiiローカルNEWS！ 

2.16日- #112
9.23日- #113　30日- #111 世界ふれあい街歩き 

#152～156
世界ふれあい街歩き 

#152～155

沖縄ローカルNEWS！Special

中西圭三の朝ぶら散歩 離島酒場 
7.14日- #35　21.28日- #36 TOKYOぐるっと！グルメ

林家正蔵の今日も四時から飲み 
2.16日- #53　9.30日- #54

23日- #55
京都よろづ観光帖

新田恵海の女子トク旅 スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅 
7.28日- #8　14.21日- #9

ドライブインらーめん探訪 
15.22日- #19　29日- #20

にっぽん酒処めぐり 
16.23日- #20　30日- #21 京都よろづ観光帖 中西圭三の朝ぶら散歩

日本四季菜彩
鉄道ポスターの旅 四国　歩き遍路の旅 旅猫ロマン 映える！九州女子温泉旅 歩け！マツケン

～松平健の諸国漫遊～ 旅猫ロマン

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 日本の夜景 HawaiiローカルNEWS！

Special
地球絶景紀行

にっぽん酒処めぐり 
5日- #19　★12.19日- #20

★26日- #21

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 離島酒場 TOKYOぐるっと！グルメ 鉄道車窓物語

大人のヨーロッパ街歩き
にっぽん酒処めぐり 秘境駅の旅 世界湯めぐりの旅 まるごと！北海道 新田恵海の女子トク旅 映える！九州女子温泉旅

映える！九州女子温泉旅 スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅 新田恵海の女子トク旅 ドライブインらーめん探訪 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④～

～グルメ特集～　ご当地ラーメン探訪 スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅 
4.25日- #8　★11.18日- #9

林家正蔵の今日も四時から飲み 
5日- #53　12.26日- #54

★19日- #55

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 

5日- #18　★12.19日- #19
★26日- #20

大人のヨーロッパ街歩き　傑作選 ロシア・トラベルガイド
京都暮らし

ニッポン百年紀行

パティのメキシカン・クッキング
地球バス紀行

東北さんぽ

ごほうび温泉 いい伊豆みつけた

スギちゃんの旅はきまぐれ 榊原郁恵の町のお嬢さん まるごと！北海道

離島酒場 TOKYOぐるっと！グルメ 離島酒場 
5.12日- #35　19.26日- #36

まるごと！北海道 いい伊豆みつけた 東北さんぽ
HawaiiローカルNEWS！ 

2.16日- #112　9.23日- #113
30日- #111 世界ふれあい街歩き 

#152～156

HawaiiローカルNEWS！ 
4.18日- #112
11.25日- #113 大人のヨーロッパ街歩き

中西圭三の朝ぶら散歩 離島酒場 
7.14日- #35　21.28日- #36 TOKYOぐるっと！グルメ

林家正蔵の今日も四時から飲み 
2.16日- #53　9.30日- #54

23日- #55
歩け！マツケン

～松平健の諸国漫遊～

新田恵海の女子トク旅 スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅 
7.28日- #8　14.21日- #9

ドライブインらーめん探訪 
15.22日- #19　29日- #20

にっぽん酒処めぐり 
16.23日- #20　30日- #21 京都よろづ観光帖

にっぽん酒処めぐり 
4日- #18　11日- #19

18.25日- #20 世界ふれあい街歩き 
★#153～156

鉄道ポスターの旅 四国　歩き遍路の旅 旅猫ロマン 映える！九州女子温泉旅 歩け！マツケン
～松平健の諸国漫遊～ 鉄道車窓物語

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 日本の夜景 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

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 離島酒場 TOKYOぐるっと！グルメ 京都よろづ観光帖 旅猫ロマン

大人のヨーロッパ街歩き
にっぽん酒処めぐり 秘境駅の旅 世界湯めぐりの旅 まるごと！北海道

林家正蔵の今日も四時から飲み 
4.18日- #54　11日- #5３

25日- #55 地球絶景紀行
映える！九州女子温泉旅 スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅 新田恵海の女子トク旅 ドライブインらーめん探訪

ドライブインらーめん探訪 
4日- #17　11日- #18

18.25日- #19

にっぽん津々浦  々
～関東④～

～グルメ特集～　ご当地ラーメン探訪 映える！九州女子温泉旅 新田恵海の女子トク旅

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　傑作選 ～グルメ特集～　ご当地ラーメン探訪

まるごと！北海道 いい伊豆みつけた 東北さんぽ
HawaiiローカルNEWS！ 

2.16日- #112　9.23日- #113
30日- #111 世界ふれあい街歩き 

#152～156 大人のヨーロッパ街歩き　傑作選
中西圭三の朝ぶら散歩 離島酒場 

7.14日- #35　21.28日- #36 TOKYOぐるっと！グルメ
林家正蔵の今日も四時から飲み 
2.16日- #53　9.30日- #54

23日- #55

新田恵海の女子トク旅 スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅 
7.28日- #8　14.21日- #9

ドライブインらーめん探訪 
15.22日- #19　29日- #20

にっぽん酒処めぐり 
16.23日- #20　30日- #21 京都よろづ観光帖

東京TOWNS
鉄道ポスターの旅 四国　歩き遍路の旅 旅猫ロマン 映える！九州女子温泉旅 歩け！マツケン

～松平健の諸国漫遊～
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 日本の夜景 HawaiiローカルNEWS！Special
知られざるイタリア　美の探訪

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 離島酒場 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 秘境駅の旅 世界湯めぐりの旅 まるごと！北海道

日本四季菜彩
映える！九州女子温泉旅 スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅 新田恵海の女子トク旅 ドライブインらーめん探訪

★新作TABI CHANNEL TIMETABLE  2020 July

MON   6.13.20.27 TUE   7.14.21.28 WED    1.8.15.22.29 THU    2.9.16.23.30 FRI    3.10.17.24.31 SAT   4.11.18.25 SUN   5.12.19.26
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放送内容が一部変更する可能性がございます。詳しくは旅チャンネル公式サイトをご確認ください。


