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沖縄ローカルNEWS! Special
8/9［日］午後0:00〜他

みーかーねぇねぇが沖縄本島をドライブしながら
旅行気分で楽しむ旅をお届けします！
＃25 みーかーねぇねぇといく沖縄本島ドライブ旅 〜西海岸編〜

4K制作

特集

Hawaii ローカルNEWS!

にっぽん酒処めぐり

8/2［日］午前11:00〜他

8/9・23［日］午後2:00〜他

TOKYOぐるっと！グルメ 「ご当地ラーメン探訪」一挙放送
8/9［日］午前10:30〜他

毎週［火］〜［金］午前8:30〜他

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!!
＃114 Aug.2020

旨し一杯、極上の肴を求め、にっぽん全国の酒蔵の
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。
＃22 宮崎県宮崎市・都城市
＃23 宮崎県宮崎市

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！グルメの案内人はフードジャー
ナリストのはんつ遠藤。
＃16 三軒茶屋

各地のご当地ラーメンを訪ねて、その街にラーメン
が生まれて定着した背景やドラマなど、店主や地元
のお客さんに話を伺いながら、そのルーツを探る人
気番組「ご当地ラーメン探訪」を一挙放送！

※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。

＝緊急特別企画＝ 2020年夏 旅チャンネルスタッフ 激オシ番組！！

特集

4K制作

4K制作

「大人のヨーロッパ街歩き」 旅チャンネル４Ｋシリーズ 一生に一度は浸かりたい！
傑作選
『日本の夜景』
世界湯めぐりの旅

秘境駅の旅

毎週［火］〜［金］午前9:00〜他

毎週［木］午後2:00〜他

毎週［木］午後3:00〜他

毎週［水］午後3:00〜他

ヨーロッパで暮らす日本人だからこそ知る、
とっておきの街の魅力をご紹介する人気シリーズ！
今回はフランス・イタリアへの旅の中から傑作選を
お届けします。

猛暑の夜、家飲みがさらに充実!

今こそ、超贅沢な夢の旅をリサーチ!!

他局も続々番組化する秘境駅系番組の決定版！

都市、文化遺産、星空など日本の夜を巡る旅へ！
＃5 名古屋の夜景/神戸の夜景
＃6 札幌の夜景/石垣の夜景と波照間の星空
＃7 信州の夜景/倉敷の夜景
＃8 北九州の夜景 1/北九州の夜景 2

※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。

世界各地で湧いているたくさんの温泉の
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
＃6 オーストラリア メルボルン編
＃7 台湾 台東編
＃8 タイ カンチャナブリー編

※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。

TM & © 2020 Turner Japan K.K. A WarnerMedia Company. All Rights Reserved.

山奥や荒れ地の中にひっそりと残る
“秘境駅”の魅力を紹介します！

＃22 明知鉄道 飯沼駅と飯田線 伊那小沢駅
＃23 日豊本線 青井岳駅と餅原駅
＃24 根室本線 尺別駅と釧網本線 茅沼駅

TABI CHANNEL TIMETABLE 2020 August
MON 3.10.17.24.31

TUE 4.11.18.25

WED

6

9

離島酒場

パティのメキシカン・クッキング

沖縄ローカルNEWS！
Special
17.31日- #25

ド
-ラ
 イブインらーめん探訪 ８話連続放送

3

歩け！マツケン
～松平健の諸国漫遊～

大人のヨーロッパ街歩き

HawaiiローカルNEWS！
6.20日- #114
13.27日- #113

離島酒場

TOKYOぐるっと！グルメ
5.19日- #13 12.26日- #14

林家正蔵の今日も四時から飲み

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

四国 歩き遍路の旅

沖縄ローカルNEWS！
Special
17.31日- #25

ド
-ラ
 イブインらーめん探訪 ８話連続放送

11

歩け！マツケン
～松平健の諸国漫遊～

日

10

大人のヨーロッパ街歩き

中西圭三の朝ぶら散歩

旅猫ロマン

歩け！マツケン
～松平健の諸国漫遊～

旅猫ロマン

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

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

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

ごほうび温泉

髙嶋政宏の旅番長
～激動！ベトナム縦断編～

スギちゃんの旅はワイルド！

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

～グルメ特集～ ご当地ラーメン探訪

ワイルドスギちゃんが行く！
にっぽん秘境温泉めぐり

林家正蔵の今日も四時から飲み

太田和彦の日本百名居酒屋

カリスマシェフのアジア食めぐり

ドライブインらーめん探訪

大人のヨーロッパ街歩き 傑作選

ロシア・トラベルガイド

蒼の楽園 ニューカレドニア
沖縄ローカルNEWS！Special

ドライブインらーめん探訪

にっぽん酒処めぐり
6日- #21 13.20日- #22
27日- #23

京都よろづ観光帖

四国 歩き遍路の旅

旅猫ロマン

髙嶋政宏の旅番長
～激動！ベトナム縦断編～

歩け！マツケン
～松平健の諸国漫遊～

鉄道ポスターの旅

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
15.29日- #25

中西圭三の朝ぶら散歩

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

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

スギちゃんの旅はワイルド！

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
5

新田恵海の女子トク旅
鉄道ポスターの旅
歩け！マツケン
～松平健の諸国漫遊～
沖縄ローカルNEWS！Special
17.31日- #25

大人のヨーロッパ街歩き

ド
-ラ
 イブインらーめん探訪
８話連続放送

3

中西圭三の朝ぶら散歩

9

地球絶景紀行

四国 歩き遍路の旅

HawaiiローカルNEWS！
Special

林家正蔵の今日も四時から飲み

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
6日- #21 13.20日- #22
27日- #23

京都よろづ観光帖

四国 歩き遍路の旅

旅猫ロマン

髙嶋政宏の旅番長
～激動！ベトナム縦断編～

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

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

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

スギちゃんの旅はワイルド！

ドライブインらーめん探訪

検索

世界ふれあい街歩き

にっぽん酒処めぐり
1.8日- #21 15.22日- #22
29日- #23

太田和彦の日本百名居酒屋

蒼の楽園 ニューカレドニア
沖縄ローカルNEWS！Special

番組・ご視聴に関するお問い合わせ
旅チャンネル カスタマーセンター

旅チャンネル

8

ごほうび温泉

TOKYOぐるっと！グルメ
5.19日- #13 12.26日- #14

CATV で観る!

0570-03-6611

tel.

受付時間:10:00〜20:00（年中無休）

世界ふれあい街歩き

お近くのCATV各局
お問い合わせください。

へ

10
11
0

～グルメ特集～ ご当地ラーメン探訪

1

大人のヨーロッパ街歩き 傑作選

2

東京TOWNS

3

知られざるイタリア 美の探訪

4

日本四季菜彩

5

で観る!

詳しくは

7

大人のヨーロッパ街歩き

髙嶋政宏の旅番長
～激動！ベトナム縦断編～

離島酒場

髙嶋政宏の旅番長 ～熱風！アジア縦断編～

歩け！マツケン
～松平健の諸国漫遊～

～グルメ特集～ ご当地ラーメン探訪

HawaiiローカルNEWS！
6.20日- #114
13.27日- # 113

6

離島酒場

ワイルドスギちゃんが行く！
にっぽん秘境温泉めぐり

東北さんぽ

5

まるごと！北海道

林家正蔵の今日も四時から飲み

日

2

TOKYOぐるっと！グルメ
1日- #14 8.22日- #15
15.29日- #16
HawaiiローカルNEWS！
1.15日- #113 8.22日- #114
29日- #112

TOKYOぐるっと！グルメ
5.19日- #13 12.26日- #16

いい伊豆みつけた

4

いい伊豆みつけた
2日- #473 9.16日- #474
23.30日- #475

離島酒場

大人のヨーロッパ街歩き 傑作選

3

パティのメキシカン・クッキング

HawaiiローカルNEWS！
6.20日- #114
13.27日- #113

1

2

旅して温泉！北海道

東北さんぽ

にっぽん津々浦々
～関東⑤～

1

日本四季菜彩

いい伊豆みつけた

蒼の楽園 ニューカレドニア
沖縄ローカルNEWS！Special

12

東北さんぽ

榊原郁恵の町のお嬢さん

にっぽん酒処めぐり

11

鉄道ポスターの旅

けーぶるにっぽん Beauy of Japan

世界ふれあい街歩き

10

にっぽん酒処めぐり
2日- #21 ★9.16日- #22
★23.30日- #23

地球絶景紀行

地球バス紀行

髙嶋政宏の旅番長
～熱風！アジア縦断編～

10

京都よろづ観光帖

地球絶景紀行

0

まるごと！北海道

沖縄ローカルNEWS！Special
★9.23日- #25

京都よろづ観光帖

離島酒場

鉄道ポスターの旅

歩け！マツケン
～松平健の諸国漫遊～

髙嶋政宏の旅番長
～激動！ベトナム縦断編～

7

9

TOKYOぐるっと！グルメ 2日- #14
★9.23日- #16 16.30日- #15

にっぽん酒処めぐり
6日- #21 13.20日- #22
27日- #23

6

新田恵海の女子トク旅

9

世界ふれあい街歩き

5

10

地球バス紀行
榊原郁恵の町のお嬢さん

世界ふれあい街歩き

にっぽん津々浦々
～関東⑤～

中西圭三の朝ぶら散歩

8

HawaiiローカルNEWS！
★2.16.30日- #114
9.23日- #113

日本四季菜彩

東北さんぽ

4

8

大人のヨーロッパ街歩き

いい伊豆みつけた

髙嶋政宏の旅番長
～熱風！アジア縦断編～

まるごと！北海道

ロシア・トラベルガイド

離島酒場

離島酒場

鉄道ポスターの旅

7

まるごと！北海道

けーぶるにっぽん Beauy of Japan

新田恵海の女子トク旅

カリスマシェフのアジア食めぐり

いい伊豆みつけた 1日- #473
★8.15日- #474 ★22.29日- #475

地球絶景紀行

中西圭三の朝ぶら散歩

ワイルドスギちゃんが行く！
にっぽん秘境温泉めぐり

東北さんぽ

大人のヨーロッパ街歩き 傑作選

10

6

がんばろう！日本 （東北番組）

～グルメ特集～ ご当地ラーメン探訪

まるごと！北海道

SUN 2.9.16.23.30

旅して温泉！北海道

にっぽん津々浦々
～関東⑤～

日

2

SAT 1.8.15.22.29

7.14.21.28

東北トラベラー

11

1

FRI

6.13.20.27

けーぶるにっぽん Beauy of Japan

10

12

THU

5.12.19.26
地球絶景紀行

7
8

★新作

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

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。

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。

