旅チャンネル

日本で唯一の旅専門チャンネル

「髙嶋政宏の旅番長」全20話一挙放送
［火］〜［金］午前8:00〜他 ※5/9［木］〜スタート
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大人気シリーズ「髙嶋政宏の旅番長」
全20話を一挙放送！！
俳優・髙嶋政宏の「旅番長シリーズ」
髙嶋政宏自らが旅を企画し、出演する、ガチンコ旅の決定版!!
旅の恒例になっている寄り道や地元の人々とのふれあいのシーンも
たっぷりご紹介します

4K制作

一生に一度は浸かりたい！
世界湯めぐりの旅

世界ふれあい街歩き
毎週［日］午後1:00〜他 ※5/12〜スタート
世界中の街を歩いているような感覚で
旅情をお届けする新感覚の紀行番組！

5/12［日］午前10:00〜他
趣は異なれど、世界各地で湧いているたくさんの温泉
温泉からその地の歴史や文化を紐解いていきます
#4 フランス エクス・レ・バン シュヴァレー温泉

#118 ニューヨーク・ダウンタウン〜アメリカ〜
#119 ルアンパバーン〜ラオス〜
#120 カトマンズ〜ネパール〜

※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。

知られざるイタリア
美の探訪

地球バス紀行
毎週［土］午後0:00〜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！
#31 スロバキア #32 デンマーク
#33 オランダ
#34 イタリア

毎週［日］午前8:30〜他
大 人気のイタリア各地の絶景をドローンで撮 影
した贅沢なシリーズ番組です。
#10 ヴァル・ディ・ノート
#11 サレトとギリシャのサレント
#12 カプラローラとカストロ公国
#13 チロル伯領

4K制作

TOKYOぐるっと！グルメ 林家正蔵の今日も四時から飲み
5/12［日］午前10:30〜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！
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
#4 下北沢
※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。

5/19［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！
#41 虎ノ門・大坂屋虎ノ門砂場

ごほうび温泉
5/12・26［日］午前11:30〜他
各分野で活躍し、注目の”スペシャリスト”と呼ばれる、
輝く、素敵なオトナの女性たちが毎回登場。
自分へのごほうびとして、とっておきの温泉を
ご案内します。
#9 いずみ朔庵（イラストレーター） 群馬県猿ヶ京温泉
#10 久野知美（アナウンサー） 栃木県川治温泉

まるごと！北海道
5/18［土］午前9:00〜他
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！
#39 千歳
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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

0570-03-6611
受付時間:10:00〜20:00（年中無休）

CATV で観る!
お近くのCATV各局
お問い合わせください。
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大人のヨーロッパ街歩き
（フランス・スペイン）
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太田和彦の日本百名居酒屋
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日本伝統温泉の旅
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カリスマシェフのアジア食めぐり
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鉄道車窓物語
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傑作選
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★4日- 6:00～ 東北さんぽ #19
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SUN 5.12.19.26
がんばろう！日本 （東北番組）

東北トラベラー
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～九州編④～

11

1
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3.10.17.24.31

髙嶋政宏の旅番長
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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。

