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4K制作

TOKYOぐるっと！グルメ
2/10［日］午前10:30〜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
江戸時代より日本の食文化の中心地として栄えてきた東京。
銀座、浅草など街単位で美味しいグルメを４Ｋの映像美でたっぷりとご紹介。
#1 銀座
※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

一生に一度は浸かりたい！
世界湯めぐりの旅

旅猫ロマン

赤ちゃんパンダ誕生！
和歌山ほっこり探訪

2/10［日］午前10:00〜他
世界の各地で湧いているたくさんの温泉からその地
の歴史や文化を４Ｋ映像美で紐解いていきます。
#1 オーストリア チロル編 アクアドーム

2/9・23［土］午後1:30〜他
旅 先の町に暮らす猫を求めて各地を訪ね歩く、猫
の旅！
更に2月は22日の猫の日を記念して一挙大放送！
#51 お猿の温泉 渋温泉と志賀高原
#52 信州 湯けむり野沢温泉

2/3［日］午後3：00〜
2018年8月 パンダの赤ちゃんが誕生した和歌山県
アドベンチャーワールドを中心に
南紀白浜のおすすめスポットをご紹介！

Hawaii ローカルNEWS!
Special

中西圭三の朝ぶら散歩

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

2/9［土］午後3:30〜他
ハワイ在住スタッフがテーマ毎にセレクションし
た選りすぐりの情報を紹介！
#29 ハワイアンセーリングカヌー
〜ホクレア号が伝えたいこと〜

2/9［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！
#8 清澄白河エリアの朝

2/17［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！
#38 浅草・餃子の王さま

2/3・17［日］午前9:30〜他
温泉ソムリエで温泉愛好家スギちゃんが日本各地
の秘境にある隠れた温泉をご紹介！
#5 地獄谷温泉 後楽館（長野県）
#6 尻焼温泉（群馬県）

※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。

TM & © 2019 Turner Japan K.K. A WarnerMedia Company. All Rights Reserved. ［ワイルドスギちゃんが行く！にっぽん秘境温泉めぐり］TM & ©2019 Turner Japan／©S-Field

榊原郁恵の町のお嬢さん
2/10［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！
#45 長野県小布施町
＜協力： 株式会社Goolight（長野県）＞
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スギちゃんの旅はきまぐれ

東北さんぽ

中西圭三の朝ぶら散歩
4.18日- #7 11.25日- #8

榊原郁恵の町のお嬢さん
5.19日- #44 12.26日- #45

４Ｋシリーズ 世界湯めぐりの旅
11.25日- #1
4日- 江
 口拓也の俺たちだって
癒されたい！#13
けーぶるにっぽん 祭・ＪＡＰＡＮ
大人のヨーロッパ街歩き

地球バス紀行

HawaiiローカルNEWS！

パティのメキシカン・クッキング

スギちゃんの旅はきまぐれ

京都暮らし

にっぽん酒処めぐり
3日- #2 ★10.17日- #3
★24日- #4

TOKYOぐるっと！グルメ
13.27日- #1
東京TOWNS
ドライブインらーめん探訪
6日- #2 13.20日- #3
27日- #4
旅猫ロマン
6日- #50 13.20日- #51
27日- #52
林家正蔵の今日も四時から飲み

★1日- 世界ふれあい街歩き #117
（〜14:00）
京都よろづ観光帖
8.22日- #16 15日- #17

中西圭三の朝ぶら散歩
2.16日- #7 ★9.23日- #8

パティのメキシカン・クッキング

旅猫ロマン
2日- #50 ★9.16日- #51
★23日- #52

小都たび

世界ふれあい街歩き

大人のヨーロッパ街歩き
24日- 麗
 しきインド
～仏陀の足跡をたどって～

にっぽん酒処めぐり
7日- #2 14.21日- #3 28日- #4

離島酒場

榊原郁恵の町のお嬢さん

HawaiiローカルNEWS！
Special
15日- #29

４Ｋシリーズ 世界湯めぐりの旅

にっぽん酒処めぐり

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

まるごと！北海道

４Ｋシリーズ 日本の夜景

旅猫ロマン

沖縄ローカルNEWS！Special
13.27日- #16

カリスマシェフのアジア食めぐり

江口拓也の
俺たちだって癒されたい！

HawaiiローカルNEWS！
Special
★9.23日- #29
ロシア・トラベルガイド

太田和彦の日本百名居酒屋

ヒロスケの長崎歴史さんぽ
＃8-10
23日- 麗しきインド
（～18:00）

スギちゃんの旅はきまぐれ
いい伊豆みつけた

中西圭三の朝ぶら散歩
4.18日- #7 11.25日- #8

榊原郁恵の町のお嬢さん
5.19日- #44 12.26日- #45
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11

地球バス紀行

ちょっと贅沢！欧州列車旅行

HawaiiローカルNEWS！

東北さんぽ
6日- #16 13.27日- #15
20日- 麗しきインド
（～21:00）
TOKYOぐるっと！グルメ
13.27日- #1
東京TOWNS
ドライブインらーめん探訪
6日- #2 13.20日- #3
27日- #4
旅猫ロマン
6日- #50 13.20日- #51
27日- #52
林家正蔵の今日も四時から飲み

HawaiiローカルNEWS！
7.21日- #96 14.28日- #95
林家正蔵の今日も四時から飲み
7日- #36 14.28日- #37
21日- #38
ワイルドスギちゃんが行く！
にっぽん秘境温泉めぐり
7.14日- #5 21.28日- #6
にっぽん酒処めぐり
7日- #2 14.21日- #3
28日- #4

HawaiiローカルNEWS！
2.16日- #95 9.23日- #96

地球絶景紀行

にっぽん酒処めぐり
2.9日- #2 16.23日- #3

1.15日- 世界ふれあい #116-#117
（〜22:00）
8日- インド
（〜22:00）
22日- 京都よろづ #16

離島酒場
HawaiiローカルNEWS！
Special
15日- #29

榊原郁恵の町のお嬢さん
21日- 麗しきインド
（～23:00）

京都よろづ観光帖

中西圭三の朝ぶら散歩

４Ｋシリーズ 世界湯めぐりの旅

TOKYOぐるっと！グルメ
東京TOWNS

にっぽん酒処めぐり

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

まるごと！北海道

旅猫ロマン

沖縄ローカルNEWS！Special
13.27日- #16

カリスマシェフのアジア食めぐり

江口拓也の
俺たちだって癒されたい！

太田和彦の日本百名居酒屋

にっぽん津々浦々
～九州編①～

1
いい伊豆みつけた

中西圭三の朝ぶら散歩
4.18日- #7 11.25日- #8

榊原郁恵の町のお嬢さん
5.19日- #44 12.26日- #45

４Ｋシリーズ 世界湯めぐりの旅
11.25日- #1
4日- 江
 口拓也の俺たちだって
癒されたい！#13
けーぶるにっぽん 祭・ＪＡＰＡＮ
大人のヨーロッパ街歩き
地球バス紀行

ちょっと贅沢！欧州列車旅行

HawaiiローカルNEWS！
京都よろづ観光帖
にっぽん酒処めぐり
旅猫ロマン

見て体感! tabichan.jp

旅チャンネル

検索

東北さんぽ
6.20日- #16 13.27日- #15
TOKYOぐるっと！グルメ
13.27日- #1
東京TOWNS
ドライブインらーめん探訪
6日- #2 13.20日- #3
27日- #4
旅猫ロマン
6日- #50 13.20日- #51
27日- #52

林家正蔵の今日も四時から飲み
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
沖縄ローカルNEWS！Special
13.27日- #16

東北さんぽ

HawaiiローカルNEWS！
7.21日- #96 14.28日- #95

榊原郁恵の町のお嬢さん

４Ｋシリーズ 世界湯めぐりの旅
ドライブインらーめん探訪
カリスマシェフのアジア食めぐり

0570-03-6611

旅猫ロマン
3日- #50 10.17日- #51
24日- #52

受付時間:10:00〜20:00（年中無休）

世界ふれあい街歩き

ドライブインらーめん探訪
2.9日- #2 16.23日- #3

離島酒場
HawaiiローカルNEWS！Special
15日- #29
TOKYOぐるっと！グルメ
東京TOWNS

４Ｋシリーズ 日本の夜景
HawaiiローカルNEWS！
Special
10.24日- #29

へ
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地球バス紀行
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町田忍の昭和レトロ紀行

で観る!

詳しくは

8

1

ホリスティックな休日

江口拓也の俺たちだって癒されたい！

7

～ネコの日特集～ 旅猫ロマン

けーぶるにっぽん 食・ＪＡＰＡＮ

まるごと！北海道

お問い合わせください。

地球バス紀行

中西圭三の朝ぶら散歩
3.17日- #7 10.24日- #8

1日- 世
 界ふれあい街歩き #117
（～4:00）
京都よろづ観光帖
8.22日- #16 15日- #17

お近くのCATV各局

音楽と旅するアメリカ

京都よろづ観光帖
2日- #15 9.23日- #16
16日- #17
林家正蔵の今日も四時から飲み
2.16日- #37 9日- #36
23日- #38

地球絶景紀行

CATV で観る!

3日- 麗
 しきインド
～仏陀の足跡をたどって～

沖縄ローカルNEWS！Special
16日- #16

ごほうび温泉

林家正蔵の今日も四時から飲み
7日- #36 14.28日- #37
21日- #38
ワイルドスギちゃんが行く！
にっぽん秘境温泉めぐり
7.14日- #5 21.28日- #6
にっぽん酒処めぐり
7日- #2 14.21日- #3
28日- #4

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

tel.

大人旅行

大人のヨーロッパ街歩き

大人のヨーロッパ街歩き
（オランダ・スイス・オーストリア・ブルガリア）
傑作選
まるごと！北海道
4日- #34 11.25日- #35
18日- #36

林家正蔵の今日も四時から飲み
3日- #36 10.24日- #37
★17日- #38
ドライブインらーめん探訪
3日- #2 ★10.17日- #3
★24日- #4

16日- 麗
 しきインド
～仏陀の足跡をたどって～

2日- 江
 口拓也の俺たちだって
癒されたい！#13
離島酒場

～ネコの日特集～ 旅猫ロマン

0

ごほうび温泉

榊原郁恵の町のお嬢さん
2日- #43 9.23日- #44
ニッポン百年紀行
16日- #45
ワイルドスギちゃんが行く！
いい伊豆みつけた
にっぽん秘境温泉めぐり
3日- #434 10.17日- #435
2日- #4 9.16日- #5 23日- #6
24日- #436
まるごと！北海道
16日- ４Ｋシリーズ 世界湯めぐりの旅 #1
9日- インド
（〜20:00）
3日- #34 10.24日- #35
2.23日- 東京グルメ噺
17日- #36
TOKYOぐるっと！グルメ
16日- #1
秘境駅の旅
東京TOWNS

東京TOWNS

まるごと！北海道
4日- #34 11.25日- #35
18日- #36

★3日- 赤
 ちゃんパンダ誕生！
和歌山ほっこり探訪
17日- 麗しきインド
（～16:00）

カリスマシェフのアジア食めぐり
＃8-10

地球バス紀行

4日～ 江
 口拓也の俺たちだって
癒されたい！#12-13
けーぶるにっぽん 祭・ＪＡＰＡＮ

京都よろづ観光帖
3.17日- #16 ★10.24日- #17

中西圭三の朝ぶら散歩

大人のヨーロッパ街歩き
（オランダ・スイス・オーストリア・ブルガリア）
傑作選

大人のヨーロッパ街歩き

5

地球バス紀行

～ネコの日特集～ 旅猫ロマン

４Ｋシリーズ 世界湯めぐりの旅
11.25日- #1

沖縄ローカルNEWS！Special
★10.24日- #16

地球絶景紀行

京都よろづ観光帖
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HawaiiローカルNEWS！
7.21日- #96 14.28日- #95
林家正蔵の今日も四時から飲み
7日- #36 14.28日- #37
21日- #38
ワイルドスギちゃんが行く！
にっぽん秘境温泉めぐり
7.14日- #5 21.28日- #6

TOKYOぐるっと！グルメ
東京TOWNS

6

3

音楽と旅するアメリカ

東京TOWNS

東北さんぽ
6.20日- #16 13.27日- #15

ちょっと贅沢！欧州列車旅行

5

2

秘境駅の旅

ヒロスケの長崎歴史さんぽ
★＃9-10
カリスマシェフのアジア食めぐり
★＃9-10
榊原郁恵の町のお嬢さん
3.17日- #44 ★10.24日- #45
ワイルドスギちゃんが行く！にっぽん秘境温
泉めぐり ★3.10日- #5 ★17.24日- #6
４Ｋシリーズ 世界湯めぐりの旅
★10.24日- #1
TOKYOぐるっと！グルメ ★10.24日- #1
東京TOWNS

HawaiiローカルNEWS！
★3.17日- #96 10.24日- #95

にっぽん津々浦々
～九州編①～

9

いい伊豆みつけた 2日- #434
★9.16日- #435 ★23日- #436
まるごと！北海道 2日- #34
9.23日- #35 ★16日- #36

地球バス紀行

いい伊豆みつけた

ロシア・トラベルガイド

ニッポン百年紀行

大人のヨーロッパ街歩き
（オランダ・スイス・オーストリア・ブルガリア）
傑作選

まるごと！北海道
4日- #34 11.25日- #35
18日- #36

6

★2日- 6:00～ 東北さんぽ #16

東北トラベラー

にっぽん津々浦々
～九州編①～

SUN 3.10.17.24
がんばろう！日本 （東北番組）

大人旅行

4

8

SAT 2.9.16.23

1.8.15.22

～ネコの日特集～ 旅猫ロマン

11

1

FRI

東京TOWNS

10

12

THU 7.14.21.28

6.13.20.27
地球バス紀行

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。

