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May 5旅チャンネル

日本で唯一の旅専門チャンネル

トラベルサラダ See the World 毎週［日］午後2:00～他 ※5/8［日］～放送開始
「朝だ！生です旅サラダ」（朝日放送テレビで放送中）で女性リポーターたちが世界各地を旅する
大人気のコーナーを選りすぐってお届けする豪華海外紀行シリーズ 
#14 スペイン2　#15 スイス　#16 スウェーデン　#17 タヒチ

TM & © 2022 Turner Japan K.K. A WarnerMedia Company. All Rights Reserved.   ［トラベルサラダ See the World］ⓒ朝日放送テレビ［迷宮グルメ 異郷の駅前食堂］ⓒBS朝日［Railway Story］ⓒ WOWOW/KOLOBOK

５/8・22［日］午前9:00～他 5/14［土］午後1:00～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！
#65 上野・たる松 上野店

「おくのほそ道」の生まれた東京・深川から岐阜・
大垣まで全長約2,400キロ、松尾芭蕉の歩いた道
のりを徒歩で巡る壮大な紀行シリーズ
#11 奥州路④　#12 奥州路⑤

朝活を推奨する中西圭三が素敵な朝の過ごし方を
ご提案！
#31 兵庫・豊岡エリアの朝

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！
#70 北広島市

5/21［土］午前9:00～他 5/15［日］午後4:00～他

スギちゃんの
いい湯、いい旅だぜぇ

毎週［土］午後2:00～他

Railway Story
5/17［火］午後1:00～他

誰もが夢見るゴージャスな旅行を実現できる国、南
アフリカ共和国！世界一豪華なブルートレイン、サ
ファリのゲームドライブで迫力の野生動物、美味し
いグルメも!!
#2 ケープタウン＆ワイナリー編

世界各国の鉄道の歴史と現状、数々の名列車や近
代的な都市交通、そして鉄道を囲む広大な自然と
観光名所を美しい映像でお送りする鉄道シリーズ
#36 アルプスの瞳スロヴェニア2
#37 アドリア海の楽園クロアチア 1
#38 アドリア海の楽園クロアチア 2 

自他ともに認めるカリスマ温泉ソムリエ(!?)スギ
ちゃんの琴線にビビっと触れた温泉へ！各地の名
湯、秘湯、珍湯をご紹介!!
#11 極楽編

“旅する人”ヒロシが、レールの果てにある見知らぬ街
の食堂で、初めての味と出会い人情と触れ合います。
#18 韓国編
#19 台湾編
#20 フィリピン編
#21 マレーシア編①
※旅チャンネルで独自に編集した#ナンバーとなっております

迷宮グルメ 異郷の駅前食堂
毎週［土］午後0:00～他

一生に一度は絶対に訪れたい 南アフリカ
～さあ、人生最高の極上旅へ～

「おくのほそ道」を全部歩く 中西圭三の朝ぶら散歩まるごと！北海道 林家正蔵の
今日も四時から飲み

5/7［土］午後7:30～他

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

榊原郁恵の町のお嬢さん
がんばろう！日本　（東北番組）

てくてく湯るり

一生に一度は浸かりたい！世界湯めぐりの旅 レイチェルのキッチンノート　メルボルン トラベルサラダ
See the Worldけーぶるにっぽん　躍動！Japan ワイルドスギちゃんが行く！ 

にっぽん秘境温泉めぐり

にっぽん津々浦  々
～四国地方③～

秘境駅の旅 東北さんぽ
ちょっと贅沢！欧州列車旅行

映える！九州女子温泉旅 いい伊豆みつけた 
★14.21日- #520　★28日- #521

地球バス紀行
まるごと！北海道 
★21日- #70

「おくのほそ道」を全部歩く 
★8.15日- #11　★22.29日- #12

にっぽん酒処めぐり 映える！九州女子温泉旅 
★8.15日- #23　★22.29日- #24

榊原郁恵の町のお嬢さん Railway Story　スペシャル 
東北復興の鉄路を行く

京都暮らし

てくてく湯るり 離島酒場

一生に一度は浸かりたい！世界湯めぐりの旅 沖縄ローカルNEWS！Special

Railway Story
けーぶるにっぽん　躍動！Japan 榊原郁恵の町のお嬢さん

まるごと！北海道 いい伊豆みつけた 東北さんぽ Kyushuさんぽ 映える！九州女子温泉旅 迷宮グルメ　異郷の駅前食堂 
 

★#18～21

のんが行く！東北ふれあい旅
29日-  一生に一度は 

絶対に訪れたい南アフリカ

中西圭三の朝ぶら散歩 レイチェルのキッチンノート
ロンドン 四国　歩き遍路の旅 林家正蔵の今日も四時から飲み レイチェルの

スウェーデンのキッチン
京都よろづ観光帖 
★8.22日- #53

2日-  中西圭三の朝ぶら散歩 
特別編

9日～ 
トラベルサラダ 
See the World　#14～17

スギちゃんの
いい湯、いい旅だぜぇ 

★17.31日- #11
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 

13.27日- #53
中西圭三の朝ぶら散歩 

★14.28日- #31 榊原郁恵の町のお嬢さん

離島酒場 旅猫ロマン HawaiiローカルNEWS！
Special 「おくのほそ道」を全部歩く 旅猫ロマン 沖縄ローカルNEWS！Special

秘境駅の旅 映える！九州女子温泉旅 林家正蔵の今日も四時から飲み 
18日- #65

Railway Story 地球バス紀行
Railway Story 

 
★#36～38

トラベルサラダ
See the World 

 
★#14～17にっぽん酒処めぐり 京都よろづ観光帖 中西圭三の朝ぶら散歩 

18日- #31

迷宮グルメ　異郷の駅前食堂
新・旅猫ロマン 新田恵海の女子トク旅 日本の夜景 まるごと！北海道 

27日- #70
スギちゃんの

いい湯、いい旅だぜぇ 
21日- #11

旅猫ロマン　傑作選

HawaiiローカルNEWS！
Special

「おくのほそ道」を全部歩く 
11.18日- #11　25日- #12 スギちゃんの旅はワイルド！ ご当地ラーメン探訪 日本の夜景 ごほうび温泉

にっぽん津々浦  々
～四国地方③～

映える！九州女子温泉旅
トラベルサラダ  

See the World

林家正蔵の今日も四時から飲み 
★15.29日- #65

秘境駅の旅 ドライブインらーめん探訪

地球バス紀行 ちょっと贅沢！欧州列車旅行

レイチェルのキッチンノート
メルボルン

ワイルドスギちゃんが行く！ 
にっぽん秘境温泉めぐり

榊原郁恵の町のお嬢さん 「おくのほそ道」を全部歩く 東北さんぽ

てくてく湯るり 映える！九州女子温泉旅 いい伊豆みつけた

一生に一度は浸かりたい！世界湯めぐりの旅 京都暮らし
まるごと！北海道　22日- #70
15日-  一生に一度は 

絶対に訪れたい南アフリカ

けーぶるにっぽん　躍動！Japan
★7日-  一生に一度は 

絶対に訪れたい南アフリカ
14日～ 離島酒場

にっぽん酒処めぐり

まるごと！北海道 いい伊豆みつけた 東北さんぽ Kyushuさんぽ 映える！九州女子温泉旅
Railway Story Railway Story　スペシャル 

東北復興の鉄路を行く
中西圭三の朝ぶら散歩 レイチェルのキッチンノート

ロンドン 四国　歩き遍路の旅 林家正蔵の今日も四時から飲み レイチェルの
スウェーデンのキッチン

2日-  中西圭三の朝ぶら散歩 
特別編

9日～ 
トラベルサラダ 
See the World　#14～17

スギちゃんの
いい湯、いい旅だぜぇ 

17.31日- #11
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 

13.27日- #53 トラベルサラダ See the World 
 

#14～16

迷宮グルメ　異郷の駅前食堂 
 

#17～21離島酒場 旅猫ロマン HawaiiローカルNEWS！
Special 「おくのほそ道」を全部歩く

秘境駅の旅 映える！九州女子温泉旅 林家正蔵の今日も四時から飲み 
18日- #65

Railway Story 地球バス紀行
のんが行く！東北ふれあい旅

中西圭三の朝ぶら散歩　15.29日- #31 
22日-  一生に一度は絶対に訪れたい 

南アフリカ

にっぽん酒処めぐり 京都よろづ観光帖 中西圭三の朝ぶら散歩 
18日- #31

京都よろづ観光帖 
14.28日- #53 旅猫ロマン

迷宮グルメ　異郷の駅前食堂
新・旅猫ロマン 新田恵海の女子トク旅 日本の夜景 まるごと！北海道 

27日- #70
林家正蔵の今日も四時から飲み 

21日- #65 Railway Story 
#35～38HawaiiローカルNEWS！

Special
「おくのほそ道」を全部歩く 
11.18日- #11　25日- #12 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
～四国地方③～

地球バス紀行
旅猫ロマン　傑作選

スギちゃんの
いい湯、いい旅だぜぇ 

22日- #11

ごほうび温泉 日本の夜景

秘境駅の旅
Best of Japan　/　映える！九州女子温泉旅

映える！九州女子温泉旅

まるごと！北海道 いい伊豆みつけた 東北さんぽ Kyushuさんぽ 映える！九州女子温泉旅 ワイルドスギちゃんが行く！にっぽん秘境温泉めぐり 
 

一生に一度は浸かりたい！世界湯めぐりの旅中西圭三の朝ぶら散歩 レイチェルのキッチンノート
ロンドン 四国　歩き遍路の旅 林家正蔵の今日も四時から飲み レイチェルの

スウェーデンのキッチン

2日-  中西圭三の朝ぶら散歩 
特別編

9日～ 
トラベルサラダ
See the World　#14～17

スギちゃんの
いい湯、いい旅だぜぇ 

17.31日- #11
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 

13.27日- #53
東北さんぽ

離島酒場 旅猫ロマン HawaiiローカルNEWS！
Special 「おくのほそ道」を全部歩く

秘境駅の旅 映える！九州女子温泉旅 林家正蔵の今日も四時から飲み 
18日- #65 Railway Story 地球バス紀行 歩け！マツケン　～松平健の諸国漫遊～　/　離島酒場

にっぽん酒処めぐり 京都よろづ観光帖 中西圭三の朝ぶら散歩 
18日- #31

迷宮グルメ　異郷の駅前食堂
新・旅猫ロマン 新田恵海の女子トク旅 日本の夜景 まるごと！北海道 

27日- #70 Kyushuさんぽ　/　東京TOWNS
HawaiiローカルNEWS！Special 「おくのほそ道」を全部歩く 

11.18日- #11　25日- #12 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  2022 May

MON   2.9.16.23.30 TUE   3.10.17.24.31 WED    4.11.18.25 THU    5.12.19.26 FRI  6.13.20.27 SAT   7.14.21.28 SUN  1.8.15.22.29
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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。

GWスペシャル！
3日- 日本伝統温泉の旅　
4日- ご当地らーめん探訪
5日-  スギちゃんの 

旅はきまぐれ
各日 10:00～13:00

6話連続放送

GWスペシャル！
3日- 日本伝統温泉の旅　
4日- ご当地らーめん探訪
5日-  スギちゃんの 

旅はきまぐれ
各日 18:00～21:00

6話連続放送


