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4K制作

のんが行く！東北ふれあい旅

7/17・24［土］午後9:00〜他

東日本大震災から10年。女優・のんが第二の故郷と思いを寄せる人気ドラマの舞台となった岩手県・宮城県の街へ！
＃3 宮城 石巻 ＃4 宮城 女川
※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

ドライブインらーめん探訪
7/11・25［日］午後4:30〜他
佐藤二朗の軽妙なナレーションでお送りする
”ラーメン探訪シリーズ“の最新版！

＃27 オン・ザ・宮崎ロード ＃28 オン・ザ・鹿児島ロード

スギちゃんのいい湯、
いい旅だぜぇ

中西圭三の朝ぶら散歩

7/20［火］午後1:00〜他
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!!
＃2 会津若松

にっぽん酒処めぐり

7/10［土］午後1:00〜他
朝活の達人・中西圭三が朝を有効に使うための
ぶらり朝散歩の旅へ
＃23 弘前エリアの朝

7/3・17［土］午前9:30〜他
旨し一杯、極上の肴を求め、にっぽんの酒蔵のある
街をさすらう旅番組
＃31 滋賀県長浜市 ＃32 滋賀県大津市

※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

地球バス紀行
毎週［木］午後2:00〜他
長距離バスから、街の路線バスまで！
バスを乗り継いで地球を回る旅！

＃61 ミュンヘン発 古城街道／ドイツ
＃62 カンパラ発 大河ナイルの源流へ／ウガンダ
＃63 チョーンメック発 水かけ祭の都へ／タイ
＃64 ナイロビ発 砂漠の熱帯湖へ／ケニア
＃65 ミラノ発 エミリア街道古都巡り／イタリア

Railway Story

TOKYOぐるっと！グルメ
7/11［日］午前10:30〜他

7/7［水］午後3:00〜他
イギリス・アイルランド大縦断シリーズ

＃14 Part-6北の大地・スコットランドを行く

4K制作

4K制作

京都よろづ観光帖
7/11［日］午後0:30〜他

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
＃17 中目黒

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”をシリーズでご紹介
京都市街の北東に位置する一乗寺エリアを特集

※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。

※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。
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★3日- 6:00～ 東北さんぽ #39

知られざるイタリア 美の探訪
東北トラベラー

大人のヨーロッパ街歩き 傑作選
Best of Japan

中西圭三の朝ぶら散歩

四国 歩き遍路の旅

TOKYOぐるっと！グルメ
14.28日- #17

林家正蔵の今日も四時から飲み

スギちゃんのいい湯、
いい旅だぜぇ
★20.27日- #2

ドライブインらーめん探訪
14.21日- #27 28日- #28

離島酒場

旅猫ロマン

鉄道車窓物語

林家正蔵の今日も四時から飲み
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旅猫ロマン

ニッポン百年紀行

髙嶋政宏の旅番長

地球バス紀行
★#61～65

～熱風！アジア縦断編～
～激動！ベトナム縦断編～

スギちゃんの旅はワイルド！

地球絶景紀行

京都よろづ観光帖
★11.25日- #43

離島酒場

ドライブインらーめん探訪

HawaiiローカルNEWS！
Special

旅猫ロマン 傑作選

けーぶるにっぽん
躍動！Japan

てくてく湯るり

歩け！マツケン
～松平健の諸国漫遊～

まるごと！北海道
18日- #60

知られざるイタリア 美の探訪

TOKYOぐるっと！グルメ
17.31日- #17

にっぽん酒処めぐり
4.11日- #31 18.25日- #32

地球絶景紀行

Railway Story

大人のヨーロッパ街歩き

8

髙嶋政宏の旅番長
～熱風！アジア縦断編～

9

四国 歩き遍路の旅

TOKYOぐるっと！グルメ
14.28日- #17

林家正蔵の今日も四時から飲み

スギちゃんのいい湯、
いい旅だぜぇ
20.27日- #2

ドライブインらーめん探訪
14.21日- #27 28日- #28

にっぽん酒処めぐり
8.15日- #31 22.29日- #32

京都よろづ観光帖
16.30日- #43

のんが行く！東北ふれあい旅
★17日- #3 ★24日- #4

離島酒場

旅猫ロマン

のんが行く！東北ふれあい旅
22.29日- #3

ヒロスケの長崎歴史さんぽ

鉄道車窓物語

鉄道車窓物語

林家正蔵の今日も四時から飲み

髙嶋政宏の旅番長

沖縄ローカルNEWS！Special

中西圭三の朝ぶら散歩
11.25日- #23

京都よろづ観光帖
17.31日- #43

旅猫ロマン

にっぽん酒処めぐり
鉄道ポスターの旅

1

地球バス紀行
#61～65

中西圭三の朝ぶら散歩
14.28日- #23
7日- Railway Story #14
14日〜 ちょっと贅沢！欧州列車旅行

～熱風！アジア縦断編～
～激動！ベトナム縦断編～

旅猫ロマン 傑作選

まるごと！北海道
23日- #60

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
17.24日- #27 31日- #28
離島酒場

スギちゃんのいい湯、
いい旅だぜぇ
25日- #2

太田和彦の日本百名居酒屋

旅猫ロマン 傑作選

HawaiiローカルNEWS！
Special

まるごと！北海道

いい伊豆みつけた

東北さんぽ
7.21日- #39

HawaiiローカルNEWS！特別版

中西圭三の朝ぶら散歩

四国 歩き遍路の旅

TOKYOぐるっと！グルメ
14.28日- #17

林家正蔵の今日も四時から飲み

スギちゃんのいい湯、
いい旅だぜぇ
20.27日- #2

ドライブインらーめん探訪
14.21日- #27 28日- #28

にっぽん酒処めぐり
8.15日- #31 22.29日- #32

京都よろづ観光帖
16.30日- #43

離島酒場

旅猫ロマン

のんが行く！東北ふれあい旅
22.29日- #3

ヒロスケの長崎歴史さんぽ

林家正蔵の今日も四時から飲み

地球バス紀行
#61～65

7日- Railway Story #14
14日〜 ちょっと贅沢！欧州列車旅行

旅猫ロマン 傑作選

Railway Story

4

新田恵海の女子トク旅

鉄道車窓物語

沖縄ローカルNEWS！Special

京都よろづ観光帖

大人のヨーロッパ街歩き

にっぽん酒処めぐり
鉄道ポスターの旅

中西圭三の朝ぶら散歩
14.28日- #23

検索

スギちゃんの旅はワイルド！

受付時間:10:00〜20:00（年中無休）

～熱風！アジア縦断編～
～激動！ベトナム縦断編～
まるごと！北海道
23日- #60

ドライブインらーめん探訪

CATV で観る!

0570-03-6611

tel.

地球絶景紀行

髙嶋政宏の旅番長

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

地球絶景紀行

四国 歩き遍路の旅

大人のヨーロッパ街歩き 傑作選
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いい伊豆みつけた

中西圭三の朝ぶら散歩

大人のヨーロッパ街歩き

5

東北さんぽ

地球バス紀行

HawaiiローカルNEWS！特別版

京都よろづ観光帖

4

音楽と旅するアメリカ

東北さんぽ
7.21日- #39

沖縄ローカルNEWS！Special

3

ドライブインらーめん探訪
★11.18日- #27 ★25日- #28

いい伊豆みつけた

新田恵海の女子トク旅

2

林家正蔵の今日も四時から飲み

まるごと！北海道

Railway Story
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鉄道車窓物語

スギちゃんのいい湯、
いい旅だぜぇ
24.31日- #2

日本四季菜彩

12

のんが行く！東北ふれあい旅
18日- #3 25日- #4

まるごと！北海道
23日- #60

旅猫ロマン 傑作選

けーぶるにっぽん Beauty of Japan

にっぽん津々浦々
～中部⑨～

5

ヒロスケの長崎歴史さんぽ

Best of Japan

0

2

ヒロスケの長崎歴史さんぽ

のんが行く！東北ふれあい旅
22.29日- #3

大人のヨーロッパ街歩き 傑作選

7

沖縄ローカルNEWS！Special

中西圭三の朝ぶら散歩
★10.24日- #23

太田和彦の日本百名居酒屋

6

11

京都よろづ観光帖
16.30日- #43

四国 歩き遍路の旅

5

Railway Story

にっぽん酒処めぐり
8.15日- #31 22.29日- #32

14日〜 ちょっと贅沢！欧州列車旅行

にっぽん津々浦々
～中部⑨～

10

髙嶋政宏の旅番長
～熱風！アジア縦断編～

★7日- Railway Story #14

鉄道ポスターの旅

9

歩け！マツケン
～松平健の諸国漫遊～
TOKYOぐるっと！グルメ
★11.25日- #17

地球絶景紀行

中西圭三の朝ぶら散歩
14.28日- #23

にっぽん酒処めぐり

地球バス紀行

ニッポン百年紀行
HawaiiローカルNEWS！特別版

大人のヨーロッパ街歩き

8

知られざるイタリア 美の探訪
東北さんぽ
7.21日- #39

京都よろづ観光帖

けーぶるにっぽん
躍動！Japan

ヒロスケの長崎歴史さんぽ

いい伊豆みつけた

沖縄ローカルNEWS！Special

7

東北さんぽ

てくてく湯るり

まるごと！北海道

新田恵海の女子トク旅

日本四季菜彩

大人のヨーロッパ街歩き

けーぶるにっぽん Beauty of Japan

6

音楽と旅するアメリカ

いい伊豆みつけた
★10.17日- #498 ★24.31日- #499
まるごと！北海道
★17.31日- #60
にっぽん酒処めぐり
★3.10日- #31 ★17.24日- #32

四国 歩き遍路の旅

にっぽん津々浦々
～中部⑨～

Railway Story

SUN 4.11.18.25

けーぶるにっぽん Beauty of Japan

4
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SAT 3.10.17.24.31

がんばろう！日本 （東北番組）

11

1

FRI 2.9.16.23.30

1.8.15.22.29

てくてく湯るり
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THU

7.14.21.28

Best of Japan
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★新作

お近くのCATV各局
お問い合わせください。

へ
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日本伝統温泉の旅 / 四国 歩き遍路の旅

1

大人のヨーロッパ街歩き
傑作選

2

けーぶるにっぽん Beauty of Japan / アメリカ紀行

3

東京ＴＯＷＮＳ～私の街案内～

4

ヒロスケの長崎歴史さんぽ

5

で観る!

詳しくは

7

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。

