旅チャンネル

日本で唯一の旅専門チャンネル

高精細画質４Ｋ撮影で制作の“旅チャンネル オリジナル番組”をお届けするシリーズ！
都市、文化遺産、星空など日本の夜景を紹介します。

旅チャンネル４Ｋシリーズ
『日本の夜景』
9/9・23［土］深夜0:30～他
都市、文化遺産、星空など日本の夜を巡る旅へ！
４Ｋで撮影された美しく緻密な夜景の映像をお届けします。
※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。

#1 東京の夜景／横浜の夜景
#2 高山と合掌造り集落の夜景／厳島と尾道の夜景
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離島酒場

林家正蔵の今日も四時から飲み

榊原郁恵の町のお嬢さん

9/10・24［日］午前10:00～他

9/17［日］午後4:00～他

9/10［日］午前9:00～他

離島の居酒屋を森脇健児が訪ね、島ならではの酒、肴を味わう旅！
各地の離島を訪ね、島の自然や人と触れ合い、島内でのコミュニ
ティの場でもある居酒屋へ。
離島ならではの酒、肴を味わう紀行番組。
ナビゲーター：森脇健児

落語家林家正蔵の楽しみ“四時から飲み”おススメのお店をご紹介！

榊原郁恵が旅先の人達とふれあいながら“町のお嬢さん”を探す旅へ！

#21 北千住・徳多和良

#31 石川県金沢市
〈協力：金沢ケーブルテレビネット(石川県）〉

#9 中通島
#10 坊勢島

Travelogue
平成酒どころめぐり

四国 歩き遍路の旅

Hawaii ローカルNEWS！ 沖縄ローカルNEWS！
Special
Special

9/9・23［土］午後1:30～他

9/17・24［日］午後4:30～他

9/23［土］午後3:30～他

9/16［土］午前8：00～他

お酒を通じて、旅先の“旨いもの”“風土”“人”にふれ
あう旅！

ニューエピソード登場！願いを込めて四国一周！
八十八ヶ所の寺の霊場を巡る祈りと
出会いの歩き遍路の旅！

ハワイ在住スタッフが徹底取材！テーマ毎にセレク
ションした選りすぐりの情報を紹介！

「沖縄ローカルNEWS!」のスペシャル版！
離島を巡るふれあいの旅！

#24 Maui Girl Riho

#9 みーかーねぇねぇといく離島ふれあい旅
南大東島編

#11 三重県鈴鹿 その１
#12 三重県鈴鹿 その２

#7 徳島県7
#8 徳島県8

～癒しのハワイ特集～
［火］～［金］午後4:00～、深夜0:00～他
※9/12［火］放送開始

Overseas
けーぶるにっぽん 食・JAPAN
毎週［日］午前7:00～他
第7・第8シリーズ！地元ケーブルテレビ局ならではの視点で徹底取材！
にっぽん各地の四季折々の食材や伝統の食文化を紹介します！

#10 岡山のばらずし
#11 三河湾の豊かな恵み 三河一色のえびせんべい
#12 雲の上のおもてなし 世界に誇る極上の機内食
#13 名古屋のソウルフード味噌煮込みうどん
※制作時局名

〈制作：岡山ネットワーク（岡山県）〉
〈制作：キャッチネットワーク（愛知県）〉
〈制作：広域高速ネット二九六（千葉県）〉
〈制作：スターキャット・ケーブルネットワーク（愛知県）〉

Hot Springs

September | tabichan.jp

旅チャンネル4Kシリーズ 地球絶景紀行
『Best of Japan』

旅猫ロマン

青森ねぶた祭り 2017

9/9［土］午後3:00～他

毎週［日］午後9:00～他

9/10・24［日］午後3:00～他

9/2［土］・3［日］午後6:00～他

高精細画質４Ｋ撮影で制作する“旅チャンネル
オリジナル番組”をお届けするシリーズ！
日本が誇る極上の風景や
伝統的な名所を紹介します！

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。

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！

日本を代表する夏祭り「青森ねぶた祭り」を
たっぷりとお届けします。

#41 魅惑の香港 前編
#42 魅惑の香港 後編

#1 前編
#2 後編
＜制作：青森ケーブルテレビ(青森県）＞

※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。

#10 比叡山延暦寺と琵琶湖

※9/10［日］放送開始

#14 巨大運河と海の摩天楼／パナマ
#15 アンダルシアのひまわり／スペイン
#16 白銀の山麓 ベルニナ／スイス

ご当地ラーメン探訪

旅して温泉！北海道

まるごと！北海道

東京TOWNS

9/10・24［日］午前11:30～他

9/9・23［土］午後1:00～他

9/16［土］午前9:00～他

9/17［日］午前10:30～他

ご当地ラーメンを訪ねてそのルーツを探る旅！
各地のラーメン文化の源流を探訪します！

“旅人宿”のスタッフからおススメの地元情報を教わ
りながら温泉を目指す北海道の旅！

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！

東京の魅力をお届けする
地元密着のタウンガイド番組！

#23 八王子ラーメン
#24 新潟ラーメン

#5 石狩温泉
#6 湯本温泉

#19 利尻

#69 三鷹

Information

特集 ： にっぽん津々浦々
今月は“北陸１”
(富山県)を紹介します。

東北トラベラー！

Hawaii ローカルNEWS!

沖縄ローカルNEWS！

9/2［土］午前6:00～他

9/3［日］午前11:00～他

9/3［日］午後0:00～他

復興に向かい懸命に頑張る東北各地の
観光情報をご紹介！！

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！

地元目線で選んだ沖縄の旬のローカルニュースを
お届けする情報番組！

ローカル線
らーめん探訪！

#71 青森県

#83 Sep．2017

#87 9月号

9/4［月］午後5：30～他
各地のローカル線沿線で愛される美味を求め
らーめん探訪の旅へ！
#33 万葉線

見て体感! tabichan.jp

旅チャンネル

検索

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

0570-03-6611

tel.

受付時間:10:00～20:00（年中無休）

CATV で観る!

で観る!

詳しくは

お近くのCATV各局
お問い合わせください。

へ

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。

TABI CHANNEL TIMETABLE 2017 September
MON 4.11.18.25

TUE 5.12.19.26

WED

6

にっぽん津々浦々
～北陸編①～

★2日- 6:00～ 東北トラベラー！ #71

癒しのハワイ特集～HawaiiローカルNEWS /HawaiiローカルNEWS Special 集中放送
大人のヨーロッパ街歩き
（イタリア・スロベニア） 傑作選

沖縄ローカルNEWS！Special
2.23日- #8 9日- #7 ★16.30日- #9
いい伊豆みつけた
2日- #400 ★9.16日- #401 ★23.30日- #402
まるごと！北海道
2.23日- #18 9日- #17 ★16.30日- #19
沖縄ローカルNEWS！ 2日- #86 16.30日- #87
9.23日- HawaiiローカルNEWS！ #83

ちょっと贅沢！欧州列車旅行

漁師町ぶらり～食と笑顔を訪ねる海岸線の旅

12

４Ｋシリーズ Best of Japan
4.18日- #9 11.25日- #10

1

けーぶるにっぽん 食・JAPAN

2

大人のヨーロッパ街歩き
4日～ 秘境駅の旅
25日４Ｋシリーズ 日本の夜景 #1
ご当地ラーメン探訪
4日- #22 11.18日- #23
25日- #24

いい伊豆みつけた
5日- #400 12.19日- #401
26日- #402
榊原郁恵の町のお嬢さん
5.19日- #30 12.26日- #31

ちょっと贅沢！欧州列車旅行

5.19日- 沖縄ローカルNEWS！ #87
12.26日- HawaiiローカルNEWS！ #83
旅して温泉！北海道
5日- #4 12.19日- #5
26日- #6
平成酒どころめぐり
5日- #10 12.19日- #11
26日- #12
旅猫ロマン
5日- #40 12.19日- #41
26日- #42

東北トラベラー！
6.20日- #71 13.27日- #70

7.21日- 沖縄ローカルNEWS！ #87
14.28日- HawaiiローカルNEWS！ #83

東京ＴＯＷＮＳ
6日- #67 13.27日- #68
20日- #69
ご当地ラーメン探訪
6日- #22 13.20日- #23
27日- #24
平成酒どころめぐり
6日- #10 13.20日- #11
27日- #12
林家正蔵の今日も四時から飲み
6日- #19 13.27日- #20
20日- #21

林家正蔵の今日も四時から飲み
7日- #19 14.28日- #20
21日- #21
ニッポン百年紀行
旅猫ロマン
7日- #40 14.21日- #41
28日- #42

5

大人のヨーロッパ街歩き

2

まるごと！北海道
1.15日- #17 8.29日- #18
22日- #19
４Ｋシリーズ 日本の夜景
15.22日- #1 29日- #2

４Ｋシリーズ Best of Japan
旅猫ロマン
2日- #8 ★9.23日- #10
3日- #40 ★10.17日- #41
16.30日- #9
★24日- #42
2日～ 秘境駅の旅
４Ｋシリーズ 日本の夜景
HawaiiローカルNEWS！Special
10.17日- #1 24日- #2
★23日- #24 30日- #23
林家正蔵の今日も四時から飲み
けーぶるにっぽん 食・JAPAN
3日- #19 10.24日- #20
＃9-13
★17日- #21
四国 歩き遍路の旅
ちば見聞録
3日- #5 10日- #6
★17日- #7 ★24日- #8

和街日和～わのまちびより～ / 時代劇の舞台を訪ねて 歴史風景巡り

8

４Ｋシリーズ Best of Japan
4.18日- #9 11.25日- #10

9

けーぶるにっぽん 食・JAPAN

10

大人のヨーロッパ街歩き
4日～ 秘境駅の旅
25日４Ｋシリーズ 日本の夜景 #1
ご当地ラーメン探訪
4日- #22 11.18日- #23
25日- #24

榊原郁恵の町のお嬢さん
5.19日- #30 12.26日- #31

ちょっと贅沢！欧州列車旅行

5.19日- 沖縄ローカルNEWS！ #87
12.26日- HawaiiローカルNEWS！ #83
旅して温泉！北海道
5日- #4 12.19日- #5
26日- #6
平成酒どころめぐり
5日- #10 12.19日- #11
26日- #12
旅猫ロマン
5日- #40 12.19日- #41
26日- #42

東北トラベラー！
6.20日- #71 13.27日- #70

7.21日- 沖縄ローカルNEWS！ #87
14.28日- HawaiiローカルNEWS！ #83

東京ＴＯＷＮＳ
6日- #67 13.27日- #68
20日- #69
ご当地ラーメン探訪
6日- #22 13.20日- #23
27日- #24
平成酒どころめぐり
6日- #10 13.20日- #11
27日- #12
林家正蔵の今日も四時から飲み
6日- #19 13.27日- #20
20日- #21

林家正蔵の今日も四時から飲み
7日- #19 14.28日- #20
21日- #21

４Ｋシリーズ Best of Japan
6.20日- #9 13.27日- #10
HawaiiローカルNEWS！Special
6.20日- #23 13日- #22
27日- #24
沖縄ローカルNEWS！Special
6日- #7 13.27日- #8
20日- #9

ニッポン百年紀行

大人のヨーロッパ街歩き

大人のヨーロッパ街歩き

榊原郁恵の町のお嬢さん
7.21日- #30 14.28日- #31

長崎ぶらぶら好き

離島酒場
7日- #8 14.21日- #9
28日- #10

沖縄ローカルNEWS！
2日- #86 16.30日- #87
9.23日- HawaiiローカルNEWS！ #83

大人旅スタイル
1.8日- #82 22.29日- #83

クルーズへの誘い

まるごと！北海道
1.15日- #17 8.29日- #18
22日- #19

林家正蔵の今日も四時から飲み
2.16日- #19 9.30日- #20
23日- #21

４Ｋシリーズ 日本の夜景
15.22日- #1 29日- #2

四国 歩き遍路の旅
#4-8

四国 歩き遍路の旅
#5-8
旅して温泉！北海道
7日- #4 14.21日- #5
28日- #6

にっぽん津々浦々
～北陸編①～

1
まるごと！北海道
4日- #17 11.25日- #18
18日- #19
離島酒場
4日- #8 11.18日- #9
25日- #10

2

４Ｋシリーズ Best of Japan
4.18日- #9 11.25日- #10

3

けーぶるにっぽん 食・JAPAN

いい伊豆みつけた
5日- #400 12.19日- #401
26日- #402
榊原郁恵の町のお嬢さん
5.19日- #30 12.26日- #31

ちょっと贅沢！欧州列車旅行

旅猫ロマン
2.9日- #40 16.23日- #41
30日- #42

3日- 世界ふれあい街歩き
10日～
地球絶景紀行 ★#14-16

3
4
5
6
7
8
9

旅して温泉！北海道
3日- #4 10.17日- #5
24日- #6
平成酒どころめぐり
3日- #10 10.17日- #11
24日- #12

10

ぶらり途中下車の旅

11

４Ｋシリーズ Best of Japan
3.17日- #9 10.24日- #10

0

太田和彦の日本百名居酒屋

3日～ 秘境駅の旅
４Ｋシリーズ 日本の夜景
24日★9.16日- #1 ★23.30日- #2
HawaiiローカルNEWS！Special #24

大人のヨーロッパ街歩き
（イタリア・スロベニア） 傑作選

ローカル線らーめん探訪！

1

けーぶるにっぽん 技・ＪＡＰＡＮ

2

素晴らしき世界の祭り

3

バヌアツへいこう
世界のファンタスティック・フェスティバル

4

ちば見聞録

5

東北トラベラー！
6.20日- #71 13.27日- #70

7.21日- 沖縄ローカルNEWS！ #87
14.28日- HawaiiローカルNEWS！ #83

東京ＴＯＷＮＳ
6日- #67 13.27日- #68
20日- #69
ご当地ラーメン探訪
6日- #22 13.20日- #23
27日- #24
平成酒どころめぐり
6日- #10 13.20日- #11
27日- #12

林家正蔵の今日も四時から飲み
7日- #19 14.28日- #20
21日- #21

5.19日- 沖縄ローカルNEWS！ #87
林家正蔵の今日も四時から飲み
12.26日- HawaiiローカルNEWS！ #83 6日- #19 13.27日- #20 20日- #21
旅して温泉！北海道
４Ｋシリーズ Best of Japan
5日- #4 12.19日- #5 26日- #6
6.20日- #9 13.27日- #10
4日～ 秘境駅の旅
平成酒どころめぐり
HawaiiローカルNEWS！Special
25日- ４Ｋシリーズ 日本の夜景 #1
5日- #10 12.19日- #11 26日- #12 6.20日- #23 13日- #22 27日- #24
ご当地ラーメン探訪
旅猫ロマン
沖縄ローカルNEWS！Special
4日- #22 11.18日- #23 25日- #24 5日- #40 12.19日- #41 26日- #42
6日- #7 13.27日- #8 20日- #9

大人のヨーロッパ街歩き

いい伊豆みつけた
10.17日- #401 24日- #402

離島酒場
まるごと！北海道
2.9日- #8 16.23日- #9
3日- #17 10.24日- #18
30日- #10
17日- #19
東京ＴＯＷＮＳ
3.17日- 沖縄ローカルNEWS！ #87
2.16日- #67 9.30日- #68
10.24日- HawaiiローカルNEWS！ #83
23日- #69
HawaiiローカルNEWS！
2日- #82 16.30日- #83
9.23日- 沖縄ローカルＮＥＷＳ！ #87
ちょっと贅沢！欧州列車旅行
ご当地ラーメン探訪
2.9日- #22 16.23日- #23
30日- #24

ぶらり途中下車の旅

旅猫ロマン
7日- #40 14.21日- #41
28日- #42

癒しのハワイ特集～HawaiiローカルNEWS /HawaiiローカルNEWS Special 集中放送

0

東北トラベラー

大人旅スタイル
9.16日- #82 23.30日- #83

漁師町ぶらり～食と笑顔を訪ねる海岸線の旅

いい伊豆みつけた
5日- #400 12.19日- #401
26日- #402

駅スタンプの旅

★2日- 青森ねぶた祭り2017前編（～19:00） ★3日榊原郁恵の町のお嬢さん
青森ねぶた祭り2017後編（～19:00）
9.23日- #30 16.30日- #31
10日～ 沖縄ローカルNEWS！Special #7-9

世界のファンタスティック・フェスティバル

まるごと！北海道
4日- #17 11.25日- #18
18日- #19
離島酒場
4日- #8 11.18日- #9
25日- #10

クルーズへの誘い

地球絶景紀行

6日- 青森ねぶた祭り2017 前編・後編
（～20:00）

7

12

ぶらり途中下車の旅

大人のヨーロッパ街歩き
（イタリア・スロベニア） 傑作選

6

11

1

太田和彦の日本百名居酒屋

にっぽん津々浦々
～北陸編①～

10

４Ｋシリーズ 日本四季菜彩

癒しのハワイ特集～HawaiiローカルNEWS /HawaiiローカルNEWS Special 集中放送

4

★3.17日- 沖縄ローカルNEWS！ #87
10.24日- HawaiiローカルNEWS！ #83

9

旅して温泉！北海道
2日- #4 ★9.16日- #5
★23.30日- #6
平成酒どころめぐり
2日- #10 ★9.16日- #11
★23.30日- #12

大人旅スタイル
★1.8日- #82 22.29日- #83

旅して温泉！北海道
7日- #4 14.21日- #5
28日- #6

8

ぶらり途中下車の旅

長崎ぶらぶら好き

四国 歩き遍路の旅
#5-8

地球絶景紀行
榊原郁恵の町のお嬢さん
3.17日- #30 ★10.24日- #31
大人旅スタイル
3.10日- #82 ★17.24日- #83
離島酒場
3日- #8 ★10.17日- #9 ★24日- #10
東京ＴＯＷＮＳ
3日- #67 10.24日- #68 ★17日- #69

2日～ 世界ふれあい街歩き
16日～ 地球絶景紀行 #14-16

離島酒場
7日- #8 14.21日- #9
28日- #10

HawaiiローカルNEWS！Special
6.20日- #23 13日- #22
27日- #24
沖縄ローカルNEWS！Special
6日- #7 13.27日- #8
20日- #9

7

大人のヨーロッパ街歩き

榊原郁恵の町のお嬢さん
7.21日- #30 14.28日- #31

４Ｋシリーズ Best of Japan
6.20日- #9 13.27日- #10

6

ちば見聞録

★3.17日HawaiiローカルNEWS！ #83
10.24日- 沖縄ローカルＮＥＷＳ！ #87
ご当地ラーメン探訪
3日- #22 ★10.17日- #23
★24日- #24

バヌアツへいこう

和街日和～わのまちびより～ / 時代劇の舞台を訪ねて 歴史風景巡り
まるごと！北海道
4日- #17 11.25日- #18
18日- #19
離島酒場
4日- #8 11.18日- #9
25日- #10

けーぶるにっぽん 食・JAPAN
★#10-13

東北トラベラー

世界のファンタスティック・フェスティバル

11

SUN 3.10.17.24

駅スタンプの旅

日本一周！！駅弁ぐるめ旅

10

5

SAT 2.9.16.23.30

がんばろう！日本 （東北番組）

和街日和～わのまちびより～ / 時代劇の舞台を訪ねて 歴史風景巡り

9

4

1.8.15.22.29

漁師町ぶらり～食と笑顔を訪ねる海岸線の旅

8

11

FRI

世界のファンタスティック・フェスティバル

7

3

THU 7.14.21.28

6.13.20.27

ニッポン百年紀行
旅猫ロマン
7日- #40 14.21日- #41
28日- #42

榊原郁恵の町のお嬢さん
7.21日- #30 14.28日- #31
離島酒場
7日- #8 14.21日- #9 28日- #10
四国 歩き遍路の旅
#5-8
旅して温泉！北海道
7日- #4 14.21日- #5 28日- #6

大人のヨーロッパ街歩き

ぶらり途中下車の旅

長崎ぶらぶら好き

大人旅スタイル
1.8日- #82 22.29日- #83
まるごと！北海道
1.15日- #17 8.29日- #18 22日- #19
４Ｋシリーズ 日本の夜景
15.22日- #1 29日- #2
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