
PROGRAM GUIDE

2020
January 1 旅チャンネル

日本で唯一の旅専門チャンネル

TM & © 2019 Turner Japan K.K. A WarnerMedia Company. All Rights Reserved.  ［スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅］TM & © 2019 Turner Japan／ © S-Field ［ぜったい台湾］GoldSunTV ［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」

佐藤二朗の軽妙なナレーションでおおくりする
”ラーメン探訪シリーズ“の最新版！
日本各地で今も愛される
ドライブインのラーメンを訪ねます。
#13 オン・ザ・北海道ロード1 
#14 オン・ザ・北海道ロード2

ドライブインらーめん探訪
1/12・26［日］午後4:30～他

自他ともに認める、カリスマ温泉ソムリエ（!?）の
スギちゃんが、その土地の名物や地元の情報を探
し出し、各地の人々との触れ合いを楽しみながら、
”スギちゃん流素晴らしい温泉旅“をお届けします。
#3 奥湯西川温泉　#4 赤石温泉

スギちゃんの
にっぽん秘湯名湯旅
1/14・28［火］午後1:00～他

四季折々で楽しむ、日本が世界に誇る文化、酒。旨
し一杯、極上の肴を求め、にっぽん全国の酒蔵のあ
る街を雑誌「古典酒場」元編集長・倉嶋紀和子が
さすらいます。今月は太田和彦が登場！
#14 東京都東村山市・杉並区
#15 東京都杉並区

にっぽん酒処めぐり
1/9・23［木］午後1:00～他

俳優松平健が地元ケーブルテレビ局スタッフが
案内する“街のおすすめスポット”を歩き、
街ぶら旅を通して、その街の魅力を発見していく
シリーズ番組。
#3 愛知県犬山市
＜制作協力：中部ケーブルネットワーク＞

※製作時局名

歩け！マツケン
～松平健の諸国漫遊～

1/12［日］午前11:30～他

新田恵海の女子トク旅
1/12・26［日］午後3:00～他

声優で歌手の新田恵海が、毎話、友人の女性ゲストとともに女性がちょっと得した気分になる旅へ出掛けます。旅好きな女性がちょっと得した気分を味わえる
＜女子トク＞スポットや、女性だからこそ受けられるサービスやプランなど、女性におススメの旅先をたっぷりとご紹介していきます。
記念すべき第1.2話目のゲストは、ゲーム＆アニメ作品「ラブライブ！」で共演し、公私ともに親交のある声優・飯田里穂。

声優で歌手の新田恵海が友人の女性ゲストとともに
女性がちょっと得した気分になる旅へ！
声優で歌手の新田恵海が友人の女性ゲストとともに
女性がちょっと得した気分になる旅へ！

けーぶるにっぽんBeauty of JAPAN

#23 千葉・成田 リアルラストサムライ 香取神道流
　　＜制作：株式会社広域高速ネット二九六（千葉県）＞

#24 富山・射水 新湊内川のもうひとつの架け橋に
　　＜制作：射水ケーブルネットワーク株式会社（富山県）＞

"台湾在住の日本人・加賀美智久（TOMO）が
伝統的な習慣や地元文化を体験しながら
台湾の魅力をご紹介!!

ぜったい台湾
1/4・18［土］午前7:00～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11,12弾!!　外国人が語る“美しきニッポン”をご紹介！

1/6・13［月］午後1:30～他
新旅人・田中要次登場!! 離島の居酒屋を訪ね、島
ならではの酒、肴を味わう旅
#29 奄美大島　#30 小値賀島

離島酒場
1/11・25［土］午前9:30～他



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。

CATVで観る!
詳しくは

お近くのCATV各局 へ

お問い合わせください。

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

tabichan.jp
番組・ご視聴に関するお問い合わせ

tel.0570-03-6611
旅チャンネル カスタマーセンター

受付時間:10:00～20:00（年中無休）旅チャンネル 検索
見て体感!

ニッポン百年紀行 がんばろう！日本　（東北番組） 
 

★4日- 6:00～ 東北さんぽ　#27京都暮らし

地球バス紀行　/　ヒロスケの長崎歴史さんぽ　/　旅して温泉！北海道 ぜったい台湾 
★4.11日- #1　★18.25日- #2

スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅
知られざるイタリア　美の探訪

にっぽん津々浦  々
～東北⑤～

東北トラベラー 東北さんぽ けーぶるにっぽん　Beauty of JAPAN

林家正蔵の今日も四時から飲み いい伊豆みつけた　4日- #458
★11.18日- #459　★25日- #460 パティのメキシカン・クッキング

大人のヨーロッパ街歩き（イギリス・スェーデン・ノルウェー・イタリア）傑作選
まるごと！北海道　4日- #45

11.25日- #46　★18日- #47 ４Ｋシリーズ　Best of Japan
離島酒場　4日- #28

★11.18日- #29　★25日- #30 秘境駅の旅
ニッポン百年紀行

大人のヨーロッパ街歩き
世界湯めぐりの旅 

5.19日- #11　★12.26日- #12
京都暮らし TOKYOぐるっと！グルメ 

5.19日- #11　★12.26日- #12

地球バス紀行　/　ヒロスケの長崎歴史さんぽ　/　旅して温泉！北海道
日本伝統温泉の旅

HawaiiローカルNEWS！ 
★5.19日- #107
12.26日- #106

ヒロスケの長崎歴史さんぽ
歩け！マツケン

～松平健の諸国漫遊～ 
5.19日- #2　★12.26日- #3

まるごと！北海道 
6日- #45　13.27日- #46

20日- #47
いい伊豆みつけた

東北さんぽ 
1.22日- #26　8.29日- #27

15日- #25

HawaiiローカルNEWS！ 
2.23日- #106　9.30日- #107

16日- #105 世界ふれあい街歩き 世界ふれあい街歩き 
#139～142

沖縄ローカルNEWS！Special

中西圭三の朝ぶら散歩 
6.20日- #18　13.27日- #19 榊原郁恵の町のお嬢さん

TOKYOぐるっと！グルメ 
1日- #10　8.22日- #11

15.29日- #12

林家正蔵の今日も四時から飲み 
2.16日- #47　9.30日- #48

23日- #49
京都よろづ観光帖 

5.19日- #27　★12.26日- #28

４Ｋシリーズ　世界湯めぐりの旅 
6.20日- #11　13.27日- #12

スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅 
7日- #2　★14.21日- #3

★28日- #4

ドライブインらーめん探訪 
8日- #12　15.22日- #13

29日- #14

にっぽん酒処めぐり 
2日- #13　★9.16日- #14

★23.30日- #15

京都よろづ観光帖 
3日- #26　10.24日- #27

17.31日- #28
中西圭三の朝ぶら散歩 

4.18日- #18　★11.25日- #19 日本伝統温泉の旅

Beauty of JAPAN
★6日- #23　★13日- #24 
新田恵海の女子トク旅　20.27日- #1

四国　歩き遍路の旅 旅猫ロマン 離島酒場　2.9日- #28
16.23日- #29　30日- #30

歩け！マツケン～松平健の諸国漫遊～ 
3日- #1　10.24日- #2　17.31日- #3 旅猫ロマン ヒロスケの長崎歴史さんぽ

歩け！マツケン
～松平健の諸国漫遊～ HawaiiローカルNEWS！ 林家正蔵の今日も四時から飲み 髙嶋政宏の旅番長 

2日- #25　9.16日- #26
HawaiiローカルNEWS！

Special
地球バス紀行

にっぽん酒処めぐり

沖縄ローカルNEWS！Special 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 ４Ｋシリーズ　日本の夜景

大人のヨーロッパ街歩き

髙嶋政宏の旅番長 
にっぽん酒処めぐり ぜったい台湾 

8.15日- #1　22.29日- #2

ドライブインらーめん探訪 まるごと！北海道 髙嶋政宏の旅番長 
★4.11日- #26

新田恵海の女子トク旅 
★12.19日- #1　★26日- #2

離島酒場 スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅 ４Ｋシリーズ　日本の夜景 HawaiiローカルNEWS！
Special 四国　歩き遍路の旅

にっぽん津々浦  々
～東北⑤～

林家正蔵の今日も四時から飲み スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅
林家正蔵の今日も四時から飲み 

5日- #47　12.26日- #48
★19日- #49

太田和彦の日本百名居酒屋 知られざるイタリア　美の探訪
ドライブインらーめん探訪 

5日- #12　★12.19日- #13
★26日- #14

大人のヨーロッパ街歩き（イギリス・スェーデン・ノルウェー・イタリア）傑作選

けーぶるにっぽん
Beauty of JAPAN ぜったい台湾 

5.12日- #1　19日- 26日- #2
パティのメキシカン・クッキング

ニッポン百年紀行 ４Ｋシリーズ　Best of Japan 東北さんぽ

京都暮らし 秘境駅の旅 いい伊豆みつけた

地球バス紀行　/　ヒロスケの長崎歴史さんぽ　/　旅して温泉！北海道

世界湯めぐりの旅 
4日- #10　11.25日- #11

18日- #12

まるごと！北海道 
5日- #45　12.26日- #46

19日- #47
TOKYOぐるっと！グルメ 

4日- #10　11.25日- #11
18日- #12

離島酒場 
5日- #28　12.19日- #29

26日- #30
まるごと！北海道 

6日- #45　13.27日- #46
20日- #47

いい伊豆みつけた
東北さんぽ 

1.22日- #26　8.29日- #27　
15日- #25

HawaiiローカルNEWS！ 
2.23日- #106　9.30日- #107

16日- #105 世界ふれあい街歩き

HawaiiローカルNEWS！ 
4.18日- #106
11.25日- #107 大人のヨーロッパ街歩き

中西圭三の朝ぶら散歩 
6.20日- #18　13.27日- #19 榊原郁恵の町のお嬢さん

TOKYOぐるっと！グルメ 
1日- #10　8.22日- #11　

15.29日- #12

林家正蔵の今日も四時から飲み 
2.16日- #47　9.30日- #48　

23日- #49

歩け！マツケン
～松平健の諸国漫遊～ 

4日- #1　11.25日- #2　18日- #3
４Ｋシリーズ　世界湯めぐりの旅 
6.20日- #11　13.27日- #12

スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅 
7日- #2　14.21日- #3　28日- #4

ドライブインらーめん探訪 
8日- #12　15.22日- #13

29日- #14

にっぽん酒処めぐり 
2日- #13　9.16日- #14　

23.30日- #15

京都よろづ観光帖 
3日- #26　10.24日- #27　

17.31日- #28
にっぽん酒処めぐり

世界ふれあい街歩き 
★#140～143Beauty of JAPAN　

6日- #23　13日- #24 
新田恵海の女子トク旅　20.27日- #1

四国　歩き遍路の旅 旅猫ロマン
離島酒場 

2.9日- #28　16.23日- #29　
30日- #30

歩け！マツケン～松平健の諸国漫遊～ 
3日- #1　10.24日- #2　17.31日- #3 ４Ｋシリーズ　日本の夜景

歩け！マツケン
～松平健の諸国漫遊～ HawaiiローカルNEWS！ 林家正蔵の今日も四時から飲み 髙嶋政宏の旅番長 

2日- #25　9.16日- #26
HawaiiローカルNEWS！

Special 沖縄ローカルNEWS！Special 中西圭三の朝ぶら散歩 
5.19日- #18　12.26日- #19

沖縄ローカルNEWS！Special 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
京都よろづ観光帖 

4日- #26　11.25日- #27
18日- #28

旅猫ロマン

大人のヨーロッパ街歩き

髙嶋政宏の旅番長 
にっぽん酒処めぐり ぜったい台湾 

8.15日- #1　22.29日- #2

ドライブインらーめん探訪 まるごと！北海道
林家正蔵の今日も四時から飲み 

4.18日- #48　11日- #47
25日- #49 地球バス紀行

離島酒場 スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅 ４Ｋシリーズ　日本の夜景 ドライブインらーめん探訪 
4.11日- #12　18.25日- #13

にっぽん津々浦  々
～東北⑤～

林家正蔵の今日も四時から飲み 新田恵海の女子トク旅 
18.25日- #1

髙嶋政宏の旅番長 
5.12日- #26

太田和彦の日本百名居酒屋 四国　歩き遍路の旅 HawaiiローカルNEWS！
Special

大人のヨーロッパ街歩き（イギリス・スェーデン・ノルウェー・イタリア）傑作選 林家正蔵の今日も四時から飲み

まるごと！北海道 
6日- #45　13.27日- #46

20日- #47
いい伊豆みつけた

東北さんぽ 
1.22日- #26　8.29日- #27

15日- #25

HawaiiローカルNEWS！ 
2.23日- #106　9.30日- #107

16日- #105 世界ふれあい街歩き 大人のヨーロッパ街歩き　傑作選
中西圭三の朝ぶら散歩 

6.20日- #18　13.27日- #19 榊原郁恵の町のお嬢さん
TOKYOぐるっと！グルメ 
1日- #10　8.22日- #11

15.29日- #12

林家正蔵の今日も四時から飲み 
2.16日- #47　9.30日- #48

23日- #49
４Ｋシリーズ　世界湯めぐりの旅 
6.20日- #11　13.27日- #12

スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅 
7日- #2　21日- #3　28日- #4

ドライブインらーめん探訪 
8日- #12　15.22日- #13

29日- #14

にっぽん酒処めぐり 
2日- #13　9.16日- #14

23.30日- #15

京都よろづ観光帖 
3日- #26　10.24日- #27

17.31日- #28
ルート６６の旅　グレートアメリカンレース　/

音楽と旅するアメリカ
Beauty of JAPAN　
6日- #23　13日- #24 
新田恵海の女子トク旅　20.27日- #1

四国　歩き遍路の旅 旅猫ロマン
離島酒場 

2.9日- #28　16.23日- #29
30日- #30

歩け！マツケン～松平健の諸国漫遊～ 
3日- #1　10.24日- #2　17.31日- #3

歩け！マツケン～松平健の諸国漫遊～ HawaiiローカルNEWS！ 林家正蔵の今日も四時から飲み 髙嶋政宏の旅番長 
2日- #25　9.16日- #26 HawaiiローカルNEWS！Special

沖縄ローカルNEWS！Special 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

大人のヨーロッパ街歩き
髙嶋政宏の旅番長 
にっぽん酒処めぐり ぜったい台湾 

8.15日- #1　22.29日- #2
ドライブインらーめん探訪 まるごと！北海道

榊原郁恵の町のお嬢さん
離島酒場 スギちゃんのにっぽん秘湯名湯旅 ４Ｋシリーズ　日本の夜景

★新作
※2020年1月14日(火)25:00〜1月15日(水)7:00　メンテナンスのため放送休止

TABI CHANNEL TIMETABLE  2020 January

MON     6.13.20.27 TUE   7.14.21.28 WED   1.8.15.22.29 THU    2.9.16.23.30 FRI      3.10.17.24.31 SAT    4.11.18.25 SUN   5.12.19.26
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