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［火］〜［金］午前8:00〜他

鉄道ポスターの旅
9/8・22［日］午後3:00〜他

鉄道をテーマにした旅シリーズ、待望の新番組がスタート!!
鉄道ポスターに写し出された、心の風景と出会う旅。
＃1 下灘駅（予讃線）と下今市駅（東武鉄道）
＃2 小島駅（徳島線）と神戸駅（わたらせ渓谷鐡道）

4K制作

一生に一度は浸かりたい！
ソウルdeワイン
オリーブの風が薫る小豆島
世界湯めぐりの旅
話題スポットを巡る大人旅

四国歩き遍路の旅
9/8・22［日］午後3:30〜他
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！
＃31 香川県2 ＃32 香川県3

9/8［日］午前10:00〜他
趣は異なれど、世界の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。
＃8 タイ カンチャナブリー編
ワンカナイ寺温泉・ヒンダット温泉

9/23［月・祝］午後3:00〜他
輝く太陽の恵みとパワースポットを堪能！
オリーブの風が薫る小豆島を中村葵がご紹介!!

9/8［日］午後7:00〜他
ワイン漫画「神の雫」など人気漫画の原作者・
亜樹直（姉弟でペンネームを共有）が
韓国ソウルのワイン文化とカジノを巡る旅！

※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。

けーぶるにっぽんBeauty of JAPAN

毎週［月］午後1:30〜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11,12弾!! 外国人が語る“美しきニッポン”をご紹介！
＃5 愛媛・新居浜 パン屋のジャックが見た大島
＜制作：株式会社ハートネットワーク (愛媛県）＞

＃6 宮崎 ドイツ人陶芸家の住むまち
＜制作：宮崎ケーブルテレビ株式会社（宮崎県）＞

＃7 岐阜・大垣 イレーネが撮る大垣まつり
＜制作：株式会社大垣ケーブルテレビ（岐阜県）＞

＃8 秋田・大館 忠犬の古里で暮らすエンジェル
＜制作：株式会社秋田ケーブルテレビ（秋田県）＞

＃8 三重・伊勢 神の都のプロフェッサー
＜制作：株式会社ZTV （三重県）＞

※製作時局名
TM & © 2019 Turner Japan K.K. A WarnerMedia Company. All Rights Reserved. ［けーぶるにっぽんBeauty of JAPAN ］© 2018 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」

TABI CHANNEL TIMETABLE 2019 September
MON 2.9.16.23.30

TUE 3.10.17.24

WED

2
3

東北トラベラー
大人のヨーロッパ街歩き
（スペイン・フランス）
傑作選

いい伊豆みつけた

東北さんぽ
4.18日- #22 11.25日- #23

榊原郁恵の町のお嬢さん

TOKYOぐるっと！グルメ
4.18日- #7 11.25日- #8

ちょっと贅沢！欧州列車旅行

ドライブインらーめん探訪
4日- #10 11.18日- #11
25日- #12
旅猫ロマン

ドライブインらーめん探訪

まるごと！北海道

★23日オリーブの風が薫る小豆島

ワイルドスギちゃん
にっぽん秘境温泉めぐり

四国 歩き遍路の旅

沖縄ローカルNEWS！Special

ごほうび温泉

鉄道ポスターの旅
13.20日- #1 27日- #2

～癒しのハワイ特集～ HawaiiローカルNEWS！集中放送

大人のヨーロッパ街歩き
（スペイン・フランス）
傑作選

ニッポン百年紀行

地球絶景紀行

10日- ソウルdeワイン
(～23:00)
HawaiiローカルNEWS！

林家正蔵の今日も四時から飲み

4
5

HawaiiローカルNEWS！
5.19日- #103
12.26日- #102
世界ふれあい街歩き
林家正蔵の今日も四時から飲み
5日- #43 12.26日- #44
19日- #45
四国 歩き遍路の旅
27日- ソウルdeワイン(～22:00)
5日- #30 12.19日- #31
京都よろづ観光帖
26日- #32
6.20日- #23 13日- #24
にっぽん酒処めぐり
ワイルドスギちゃん
5日- #10 12.19日- #11
にっぽん秘境温泉めぐり
26日- #12
6日- #12 13.20日- #13
HawaiiローカルNEWS！
髙嶋政宏の旅番長
Special
20日- #31

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

にっぽん酒処めぐり

ワイルドスギちゃん
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

四国 歩き遍路の旅

沖縄ローカルNEWS！Special

ごほうび温泉

鉄道ポスターの旅
13.20日- #1 27日- #2

榊原郁恵の町のお嬢さん

ヒロスケの長崎歴史さんぽ
#19～20

東北さんぽ

大人のヨーロッパ街歩き
地球絶景紀行

榊原郁恵の町のお嬢さん

TOKYOぐるっと！グルメ
4.18日- #7 11.25日- #8

ちょっと贅沢！欧州列車旅行

旅猫ロマン

HawaiiローカルNEWS！

林家正蔵の今日も四時から飲み

京都よろづ観光帖

中西圭三の朝ぶら散歩
ワイルドスギちゃん
にっぽん秘境温泉めぐり

にっぽん酒処めぐり
四国 歩き遍路の旅

見て体感! tabichan.jp

旅チャンネル

ドライブインらーめん探訪
4日- #10 11.18日- #11
25日- #12

検索

髙嶋政宏の旅番長

４Ｋシリーズ 世界湯めぐりの旅

沖縄ローカルNEWS！Special

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

林家正蔵の今日も四時から飲み
7日- #43 14.28日- #44
21日- #45
ドライブインらーめん探訪
7日- #10 14.21日- #11
28日- #12

地球絶景紀行

11

にっぽん酒処めぐり
1日- #10 ★8.15日- #11
★22.29日- #12
HawaiiローカルNEWS！
Special
15.29日- #31

0

0570-03-6611

tel.

受付時間:10:00〜20:00（年中無休）

1

大人のヨーロッパ街歩き 傑作選

2

Ａｍａｚｉｎｇ ＫＯＲＥＡ
キム・レハ 鳥取の名山 大山 / ホ・ヨンジの初めてとっとり

お問い合わせください。

5

ヒロスケの長崎歴史さんぽ

で観る!
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

3
4

駅スタンプの旅

鉄道ポスターの旅
13.20日- #1 27日- #2

10

～癒しのハワイ特集～

石井宏子のキレイになる温泉

へ

7

旅猫ロマン

まるごと！北海道

お近くのCATV各局

6

京都よろづ観光帖
7.21日- #23 14.28日- #24

日本一周！！駅弁ぐるめ旅

詳しくは

5

中西圭三の朝ぶら散歩
1日- #13 8.22日- #14
15.29日- #15

TOKYOぐるっと！グルメ

CATV で観る!

4

沖縄ローカルNEWS！Special

HawaiiローカルNEWS！Special
20日- #31

ごほうび温泉

3

9

京都よろづ観光帖
6.20日- #23 13.27日- #24

ドライブインらーめん探訪

2

世界ふれあい街歩き

世界ふれあい街歩き

ワイルドスギちゃん
にっぽん秘境温泉めぐり
6日- #12 13.20日- #13

1

大人のヨーロッパ街歩き

四国 歩き遍路の旅
7日- #30 14.21日- #31
28日- #32

HawaiiローカルNEWS！
5.19日- #103
12.26日- #102
林家正蔵の今日も四時から飲み
5日- #43 12.26日- #44
19日- #45
四国 歩き遍路の旅
5日- #30 12.19日- #31
26日- #32
にっぽん酒処めぐり
5日- #10 12.19日- #11
26日- #12

12

8

太田和彦の日本百名居酒屋

東北さんぽ
4.18日- #22 11.25日- #23

11

地球バス紀行

鉄道ポスターの旅
14.21日- #1 28日- #2

いい伊豆みつけた

ごほうび温泉

秘境駅の旅

大人のヨーロッパ街歩き
（スペイン・フランス）
傑作選
まるごと！北海道
2.16日- #41 9.30日- #42
23日- #43
中西圭三の朝ぶら散歩
2日- #13 9.23日- #14
16.30日- #15
４Ｋシリーズ 世界湯めぐりの旅
2.23日- #7 9.30日- #8
16日- #6
けーぶるにっぽん
Beauty of JAPAN
#5～9

けーぶるにっぽん 祭・ＪＡＰＡＮ
知られざるイタリア 美の探訪

HawaiiローカルNEWS！
7.21日- #103
14.28日- #102

～癒しのハワイ特集～ HawaiiローカルNEWS！集中放送

1

四国 歩き遍路の旅
1日- #30 ★8.15日- #31
★22.29日- #32
林家正蔵の今日も四時から飲み
1日- #43 8.22日- #44
★15.29日- #45
ドライブインらーめん探訪
1日- #10 ★8.15日- #11
★22.29日- #12

TOKYOぐるっと！グルメ
7.21日- #7 14.28日- #8

日本一周！！駅弁ぐるめ旅

大人のヨーロッパ街歩き

鉄道ポスターの旅
★8.15日- #1 ★22.29日- #2

いい伊豆みつけた
1日- #449 8.15日- #450
22.29日- #451
★8日- ソウルdeワイン(～20:00)
４Ｋシリーズ 世界湯めぐりの旅
まるごと！北海道 1日- #41
7.21日- #7 14.28日- #8
15.29日- #42 22日- #43

東京TOWNS

旅猫ロマン

京都よろづ観光帖
1.22日- #23 ★8.29日- #24
15日- #22

けーぶるにっぽん
Beauty of JAPAN

４Ｋシリーズ
ヨーロッパトレッキング紀行

離島酒場

ちょっと贅沢！欧州列車旅行

にっぽん酒処めぐり
7日- #10 14.21日- #11
28日- #12
HawaiiローカルNEWS！
Special
★14.28日- #31
ロシア・トラベルガイド

太田和彦の日本百名居酒屋

にっぽん津々浦々
～東北①～

3

大人のヨーロッパ街歩き

にっぽん酒処めぐり

0

2

地球絶景紀行

地球絶景紀行

ドライブインらーめん探訪
4日- #10 11.18日- #11
25日- #12

沖縄ローカルNEWS！Special

旅して温泉！北海道

TOKYOぐるっと！グルメ

TOKYOぐるっと！グルメ
4.18日- #7 11.25日- #8

秘境駅の旅
29日- ソウルdeワイン(11:00～)

旅猫ロマン

４Ｋシリーズ 世界湯めぐりの旅

榊原郁恵の町のお嬢さん

10

京都暮らし

ワイルドスギちゃん
にっぽん秘境温泉めぐり
6日- #12 13.20日- #13
HawaiiローカルNEWS！
Special
20日- #31

中西圭三の朝ぶら散歩

東北さんぽ
4.18日- #22 11.25日- #23

9

世界湯めぐりの旅 1.15日- #7 ★8.22日- #8
29日- オリーブの風が薫る小豆島（～11:00）
TOKYOぐるっと！グルメ
1.15日- #7 ★8.22日- #8

中西圭三の朝ぶら散歩
7.21日- #14 ★14.28日- #15

京都よろづ観光帖

いい伊豆みつけた

４Ｋシリーズ
ヨーロッパトレッキング紀行

京都よろづ観光帖
6.20日- #23 13.27日- #24

髙嶋政宏の旅番長

16日- ソウルdeワイン(～21:00)
まるごと！北海道 2日- #41
9.30日- #42 23日- #43
中西圭三の朝ぶら散歩
2日- #13 9.23日- #14
30日- #15
４Ｋシリーズ 世界湯めぐりの旅
2.23日- #7 9.30日- #8
16日- #6
けーぶるにっぽん
Beauty of JAPAN
#5～9

8

世界ふれあい街歩き

林家正蔵の今日も四時から飲み

7

7

けーぶるにっぽん
Beauty of JAPAN
ヒロスケの長崎歴史さんぽ
★#19～20

世界ふれあい街歩き

HawaiiローカルNEWS！

大人のヨーロッパ街歩き

6

11

HawaiiローカルNEWS！
5.19日- #103
12.26日- #102
林家正蔵の今日も四時から飲み
5日- #43 12.26日- #44
19日- #45
四国 歩き遍路の旅
5日- #30 12.19日- #31
26日- #32
にっぽん酒処めぐり
5日- #10 12.19日- #11
26日- #12

ロシア・トラベルガイド

HawaiiローカルNEWS！
★1.15日- #103
8.22日- #102

４Ｋシリーズ
日本四季菜彩

日本一周！！駅弁ぐるめ旅

5

10

地球バス紀行

東京TOWNS

にっぽん津々浦々
～東北①～

9

ごほうび温泉

離島酒場

4

8

東北さんぽ

けーぶるにっぽん 祭・ＪＡＰＡＮ
知られざるイタリア 美の探訪
いい伊豆みつけた
★7.14日- #450 ★21.28日- #451
まるごと！北海道
7日- #41 14.28日- #42 ★21日- #43

ニッポン百年紀行

まるごと！北海道
2.16日- #41 9.30日- #42
23日- #43
中西圭三の朝ぶら散歩
2日- #13 9.23日- #14
16.30日- #15
４Ｋシリーズ 世界湯めぐりの旅
2.23日- #7 9.30日- #8
16日- #6
けーぶるにっぽん
Beauty of JAPAN
★#5～9

6

★7日- 6:00～ 東北さんぽ #23

榊原郁恵の町のお嬢さん

～癒しのハワイ特集～ HawaiiローカルNEWS！集中放送
にっぽん津々浦々
～東北①～

SUN 1.8.15.22.29
がんばろう！日本 （東北番組）

日本一周！！駅弁ぐるめ旅

11

1

SAT 7.14.21.28

離島酒場

10

12

FRI 6.13.20.27

東京TOWNS

7
9

THU 5.12.19.26

4.11.18.25

ニッポン百年紀行

6
8

★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。

