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榊原郁恵の町のお嬢さん
6/10［日］午前9:00～他
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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！
#37 大阪府大阪市
（協力：株式会社ケイ・オプティコム（大阪府））

4K制作

4Kシリーズ『ヨーロッパトレッキング紀行』 6/10［日］午前8:00～他
トレッキングを通して出会うヨーロッパ！
のんびり楽しむ山歩きの旅を高精細画質４Ｋ制作でお送りします！
#4 イタリア ボルツァーノ
※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。

世界ふれあい街歩き
毎週［日］午後11:00～他
#96 ジロカストラ
#97 チェスター
#98 バース
#99 アカプルコ

離島酒場
6/9・23［土］午後7:00～他
ナビゲーター松尾貴史が離島の居酒屋を訪ね、
島ならではの酒、肴を味わう旅！
#15 答志島
#16 石垣島

髙嶋政宏の旅番長

6/9［土］午後3:00～他

俳優・髙嶋政宏の「旅番長シリーズ」新エピソード！
前シリーズのゴール・バンコクから北上しラオスのルアンパバーンへ向け、
新たなる旅に向かいます！
#19 熱風！アジア縦断 完結編③

スギちゃんの旅はワイルド！
6/10・24［日］午後6:00～他
#9 ワイルドスギちゃん いざ歴史の舞台へ参上！だぜぇ！
#10 スギちゃん山口で絶景！感動の旅だぜぇ！

林家正蔵の今日も四時から飲み
6/17［日］午後4:00～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！
6月は新橋・ビアライゼ’98をご紹介します。
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ぶらり途中下車の旅
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3日- #16 10.17日- #17
24日- #18
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HawaiiローカルNEWS！
Special
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日本一周！！駅弁ぐるめ旅

沖縄ローカルNEWS！Special

ヨーロッパトレッキング紀行
7日- #2 14.28日- #4 21日- #3

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
受付時間:10:00～20:00（年中無休）

けーぶるにっぽん 技・ＪＡＰＡＮ

東京ＴＯＷＮＳ

秘境駅の旅 1.8日- #16
15.22日- #17 29日- #18
まるごと！北海道 1.15日- #26
8.29日- #27 22日- #28

CATV で観る!
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
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新発見 アメリカ旅！

世界ふれあい街歩き
＃95-99

平成酒どころめぐり

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
6日- #28 13.27日- #29 20日- #30 7日- #35 14.28日- #37 21日- #36
離島酒場 6日- #14
スギちゃんの旅はワイルド！
13.20日- #15 27日- #16
7日- #8 14.21日- #9 28日- #10
髙嶋政宏の旅番長
４Ｋシリーズ
6.20日- #18 13.27日- #19

ホリスティックな休日

大人のヨーロッパ街歩き
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ローカル線らーめん探訪！

HawaiiローカルNEWS！
7.21日- #92 14.28日- #91
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大人のヨーロッパ街歩き

林家正蔵の今日も四時から飲み
7日- #28 14.28日- #29
21日- #30
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大人のヨーロッパ街歩き

平成酒どころめぐり

東京ＴＯＷＮＳ
6日- #76 13.27日- #77
20日- #78
秘境駅の旅
6日- #16 13.20日- #17
27日- #18

10

世界ふれあい街歩き
＃95-99

世界ふれあい街歩き
＃95-99

４Ｋシリーズ 日本の夜景
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京都暮らし

東北さんぽ
6.20日- #7 13.27日- #8

tel.

アメリカ紀行

離島酒場 3日- #14
10.17日- #15 24日- #16
東京ＴＯＷＮＳ 3日- #76
10.24日- #77 ★17日- #78

ロシア・トラベルガイド

旅猫ロマン

大人のヨーロッパ街歩き
（イタリア・クロアチア・ブルガリア）
傑作選
まるごと！北海道
4日- #26 11.25日- #27
18日- #28
離島酒場
4日- #14 11.18日- #15
25日- #16
スギちゃんの旅はワイルド！
4日- #8 11.18日- #9
25日- #10
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榊原郁恵の町のお嬢さん 3日- #36
★10.24日- #37 17日- #35

京都よろづ観光帖
3.17日- #8 ★10.24日- #9

アメリカ紀行

地球バス紀行 / 音楽と旅するアメリカ

ぶらり途中下車の旅

地球絶景紀行

榊原郁恵の町のお嬢さん
2日- #35 9.23日- #36
16.30日- #37

ロシア・トラベルガイド

いい伊豆みつけた
5日- #418 12.19日- #419
26日- #420
榊原郁恵の町のお嬢さん
5日- #35 12.26日- #37
19日- #36
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4Kシリーズ
ヨーロッパトレッキング紀行
3.17日- #3 ★10.24日- #4

4Kシリーズ
ヨーロッパトレッキング紀行
9.23日- #3 16.30日- #4

大人のヨーロッパ街歩き
（イタリア・クロアチア・ブルガリア）
傑作選

まるごと！北海道
4日- #26 11.25日- #27
18日- #28
離島酒場
4日- #14 11.18日- #15
25日- #16
スギちゃんの旅はワイルド！
4日- #8 11.18日- #9
25日- #10

ぶらり途中下車の旅

沖縄ローカルNEWS！Special

ぶらり途中下車の旅

ルート６６の旅
グレートアメリカンレース

太田和彦の日本百名居酒屋
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４Ｋシリーズ
ヨーロッパトレッキング紀行
7日- #2 14.28日- #4
21日- #3

沖縄ローカルNEWS！Special

にっぽん津々浦々
～関西編④～
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大人のヨーロッパ街歩き

旅猫ロマン

HawaiiローカルNEWS！
5.19日- #92 12.26日- #91
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HawaiiローカルNEWS！
7.21日- #92 14.28日- #91
林家正蔵の今日も四時から飲み
7日- #28 14.28日- #29
21日- #30

平成酒どころめぐり
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けーぶるにっぽん 食・Japan

日本一周！！駅弁ぐるめ旅
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ちょっと贅沢！欧州列車旅行

東北さんぽ
6.20日- #7 13.27日- #8

5

10

HawaiiローカルNEWS！

地球バス紀行 / 音楽と旅するアメリカ

にっぽん津々浦々
～関西編④～
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東北さんぽ

スギちゃんの旅はワイルド！
2.9日- #8 16.23日- #9 30日- #10
いい伊豆みつけた 2日- #418
★9.16日- #419 ★23.30日- #420
まるごと！北海道 2日- #26
9.23日- #27 ★16.30日- #28

大人のヨーロッパ街歩き
（イタリア・クロアチア・ブルガリア）
傑作選

いい伊豆みつけた
5日- #418 12.19日- #419
26日- #420
榊原郁恵の町のお嬢さん
5日- #35 12.26日- #37
19日- #36
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★2日- 6:00～ 東北さんぽ #8

駅スタンプの旅

ロシア・トラベルガイド

まるごと！北海道
4日- #26 11.25日- #27
18日- #28
離島酒場
4日- #14 11.18日- #15
25日- #16
スギちゃんの旅はワイルド！
4日- #8 11.18日- #9
25日- #10

SUN 3.10.17.24

がんばろう！日本 （東北番組）

けーぶるにっぽん 技・ＪＡＰＡＮ / 東北トラベラー

にっぽん津々浦々
～関西編④～

4

8

SAT 2.9.16.23.30

1.8.15.22.29

京都暮らし
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FRI

地球バス紀行 / 音楽と旅するアメリカ
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12

THU 7.14.21.28

6.13.20.27

ロシア・トラベルガイド
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★新作

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。

