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八重山ならではの絶品グルメと
自然満載のアクティビティを堪能！
「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！
#13 みーかーねぇねぇといく離島ふれあい旅 〜八重山編1〜

4K制作

4Kシリーズヨーロッパトレッキング紀行
8/12［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！
#6 トルコ フェティエ
※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。

榊原郁恵の町のお嬢さん
8/12［日］午前9:00〜他
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！
#39 埼玉県蕨市
＜協力：蕨ケーブルビジョン株式会社(埼玉県）＞

けーぶるにっぽん 祭・JAPAN

中西圭三の朝ぶら散歩
8/11［土］午後1:00〜他
朝活を推奨するシンガーソングライターの中西圭
三が、朝に特化した、朝を有効に使うためのぶら
り散歩旅で、素敵な朝の過ごし方をご提案！
#2 鎌倉エリアの朝

林家正蔵の今日も四時から飲み
8/19［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！
8月は神田小川町・ジャズオリンパス！を
ご紹介します。

毎週［日］午後5:00〜他

地元ケーブルテレビ局ならではの視点で徹底取材！ 大好評シリーズの第9,第10弾!! にっぽん各地の四季折々の祭り文化をご紹介
#4 茨城・日立 日立風流物〜桜の街に花開く匠の技
＜制作：JWAY (茨城県）＞

#5 栃木・真岡 もおかのＳＬ・桜・菜の花街道
＜制作：真岡市（もおかテレビ）（栃木県）＞

#6 愛知・半田 半田祭人の誇り
＜制作：CAC〈愛知県）＞

TM & © 2018 Turner Japan K.K. A WarnerMedia Company. All Rights Reserved. ［けーぶるにっぽん

#7 山形・南陽 咲き誇る 烏帽子山の「千本桜」
＜制作：ニューメディア（山形県）＞

祭・JAPAN］©2017 日本ケーブルテレビ連盟「全国ふるさとコンテンツ配信プロジェクト」
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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
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ホリスティックな休日
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東京ＴＯＷＮＳ
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けーぶるにっぽん 食・ＪＡＰＡＮ
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0570-03-6611
受付時間:10:00〜20:00（年中無休）
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４Ｋシリーズ 日本の夜景

で観る!

詳しくは

お近くのCATV各局
お問い合わせください。
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駅スタンプの旅 / ちょっとカラダ旅
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平成酒どころめぐり 2.9日- #20 10日～ ロシア・トラベルガイド
16.23日- #21 30日- #22
平成酒どころめぐり
17.24日- #21
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10.31日- #29
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スギちゃんの旅はワイルド！
★5.12日- #13

髙嶋政宏の旅番長
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平成酒どころめぐり
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地球バス紀行
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ちょっと贅沢！欧州列車旅行

４Ｋシリーズ 日本四季菜彩 / 世界ふれあい街歩き

2

9

HawaiiローカルNEWS！

地球絶景紀行

大人のヨーロッパ街歩き

8

東北さんぽ

スギちゃんの旅はワイルド！
4日- #12 11.18日- #13
いい伊豆みつけた 4日- #422
★11.18日- #423 ★25日- #424
まるごと！北海道 4日- #28
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まるごと！北海道 6日- #28
13.27日- #29 20日- #30
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★4日- 6:00～ 東北さんぽ #10
けーぶるにっぽん 祭・JAPAN #3-6

東北トラベラー

にっぽん津々浦々
～中国編①～

SUN 5.12.19.26
がんばろう！日本 （東北番組）

秘境駅の旅
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SAT 4.11.18.25

3.10.17.24.31

４Ｋシリーズ 日本四季菜彩 / 世界ふれあい街歩き
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FRI

地球絶景紀行

7
9

THU 2.9.16.23.30

1.8.15.22.29

パティのメキシカン・クッキング / けーぶるにっぽん 食・ＪＡＰＡＮ
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★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。

