
PROGRAM GUIDE

2020
October 10旅チャンネル

日本で唯一の旅専門チャンネル

京都よろづ観光帖
10/11［日］午後0:30～他

「ちょっと贅沢！欧州列車旅行」
傑作選

毎週［月］～［金］午前7:00～他 ※10/2［金］スタート

鉄道ポスターの旅
10/12・26［月］午後1:30～他 鉄道ポスターに写し出された、心の風景と出会う旅。

＃13 西佐川駅（土讃線）と西分駅（土佐くろしお鉄道）　
＃14 赤井川駅（函館本線）と茂辺地駅（道南いさりび鉄道）

地球絶景紀行
毎週［木］午後2:00～他 ※10/1［木］スタート

地球バス紀行
毎週［日］午前9:00～他

映える!九州女子温泉旅
10/11・25［日］午後3:30～他

にっぽん酒処めぐり
10/4［日］午後2:00～他

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。俳優・佐藤二朗が、旅人の「俺」として、
愉快なナレーションでご案内します。
＃21 オン・ザ・山梨ロード 1
＃22 オン・ザ・山梨ロード 2

“インスタ映え”をテーマに、九州の名だたる温泉地
を人気インフルエンサーが巡る旅！
＃3 嬉野温泉（佐賀県）
＃4 武雄温泉（佐賀県②）

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。
#26 2020年総集編

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！
＃44 リオ・デ・ジャネイロ発情熱の二都物語／ブラジル
＃45 聖地を巡る 祈りの道／ネパール
＃46 クライストチャーチ発南島500キロ／
　　   ニュージーランド
＃47 世界最南端の街へ・・パタゴニア／アルゼンチン

多くの人々を魅了している京都のいろいろ、
“よろづ（万）のこと”をシリーズで紹介します。
＃34は、京都の夏の風物詩である鴨川納涼床を
特集します。

素晴らしい景色、息づく動物たちの生態、
万物の営み、人間ドラマなどをお届けします。 
＃53 北極海の断崖ノールカップ岬／ノルウェー
＃54 聖なる断崖 スリーヴリーグ／アイルランド
＃55 ウンブリア 雲海の村／イタリア
＃56 茜色の草原アカゲラ／ルワンダ　
＃57 北米の巨大滝ナイアガラ／カナダ

旅チャンネルでは、10月14日鉄道の日を記念して国
内外各地を巡る、人気の鉄道番組を放送。山奥や荒
れ地の中にひっそりと残る駅“秘境駅”の魅力をたっ
ぷりとご紹介する「秘境駅の旅」を放送します。

ヨーロッパを列車で旅する… そんな夢を叶えたい
方へお届けする大人気シリーズ！

「秘境駅の旅」一挙放送
［火］～［金］午前8:30～他 ※10/13［火］スタート

ドライブインらーめん探訪
10/11・25［日］午後4:30～他

新番組

新番組新番組
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新番組

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!!
鉄道をテーマにした旅シリーズ、
待望の新番組がスタート!!

新番組

新番組

新番組



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

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

世界ふれあい街歩き がんばろう！日本　（東北番組）

～鉄道特集～　ちょっと贅沢！欧州列車旅行　傑作選
旅して温泉！北海道 ワイルドスギちゃんが行く！ 

にっぽん秘境温泉めぐり
パティのメキシカン・クッキング 鉄道車窓物語

にっぽん津々浦  々
～関東⑦～

東北トラベラー 東北さんぽ
ヨーロッパトレッキング紀行

～鉄道特集～　秘境駅の旅 いい伊豆みつけた　★3.10日- #478
★17.24日- #479　★31日- #480

大人のヨーロッパ街歩き　傑作選
まるごと！北海道 地球バス紀行 

★＃44～47離島酒場

世界ふれあい街歩き 大人のヨーロッパ街歩き
榊原郁恵の町のお嬢さん
TOKYOぐるっと！グルメ

～鉄道特集～　ちょっと贅沢！欧州列車旅行　傑作選
知られざるイタリア　美の探訪 HawaiiローカルNEWS！

ニッポン百年紀行 歩け！マツケン
～松平健の諸国漫遊～

まるごと！北海道 いい伊豆みつけた 東北さんぽ HawaiiローカルNEWS！
世界ふれあい街歩き 世界ふれあい街歩き

沖縄ローカルNEWS！Special

中西圭三の朝ぶら散歩 離島酒場 TOKYOぐるっと！グルメ 林家正蔵の今日も四時から飲み 京都よろづ観光帖 
★11.25日- #34

映える！九州女子温泉旅 
12.19日- #3　26日- #4

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 
14.21日- #21  28日- #22

にっぽん酒処めぐり 
1日- #25　8.15日- #26

京都よろづ観光帖 
16.30日- #34 中西圭三の朝ぶら散歩 知られざるイタリア　美の探訪

鉄道ポスターの旅 
★12.19日- #13　★26日- #14 Best of Japan 旅猫ロマン 髙嶋政宏の旅番長 

～激動！ベトナム縦断編～
歩け！マツケン

～松平健の諸国漫遊～ 旅猫ロマン ニッポン百年紀行

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

地球絶景紀行 
★#53～57

HawaiiローカルNEWS！
Special

地球絶景紀行

にっぽん酒処めぐり 
★4.11日- #26

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 TOKYOぐるっと！グルメ 鉄道ポスターの旅

大人のヨーロッパ街歩き
にっぽん酒処めぐり

地球バス紀行 
＃44～47

映える！九州女子温泉旅 まるごと！北海道 ごほうび温泉 髙嶋政宏の旅番長 
～激動！ベトナム縦断編～

髙嶋政宏の旅番長 
～熱風！アジア縦断編～ スギちゃんの旅はワイルド！ ドライブインらーめん探訪 HawaiiローカルNEWS！

Special
映える！九州女子温泉旅 

★11.18日- #3　★25日- #4

にっぽん津々浦  々
～関東⑦～

～鉄道特集～　秘境駅の旅 ワイルドスギちゃんが行く！ 
にっぽん秘境温泉めぐり 林家正蔵の今日も四時から飲み

太田和彦の日本百名居酒屋 鉄道車窓物語 ドライブインらーめん探訪 
★11.18日- #21　★25日- #22

大人のヨーロッパ街歩き　傑作選 ヨーロッパトレッキング紀行
旅して温泉！北海道

パティのメキシカン・クッキング

世界ふれあい街歩き 地球バス紀行 
＃43～47

東北さんぽ

いい伊豆みつけた

～鉄道特集～　ちょっと贅沢！欧州列車旅行　傑作選
榊原郁恵の町のお嬢さん まるごと！北海道

TOKYOぐるっと！グルメ 離島酒場

まるごと！北海道 いい伊豆みつけた 東北さんぽ HawaiiローカルNEWS！
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

中西圭三の朝ぶら散歩 離島酒場 TOKYOぐるっと！グルメ 林家正蔵の今日も四時から飲み 歩け！マツケン
～松平健の諸国漫遊～

映える！九州女子温泉旅 
12.19日- #3　26日- #4

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 
14.21日- #21  28日- #22

にっぽん酒処めぐり 
1日- #25　8.15日- #26

京都よろづ観光帖 
16.30日- #34

にっぽん酒処めぐり 
3日- #25　10.17日- #26

世界ふれあい街歩き
鉄道ポスターの旅 

12.19日- #13　26日- #14 Best of Japan 旅猫ロマン 髙嶋政宏の旅番長 
～激動！ベトナム縦断編～

歩け！マツケン
～松平健の諸国漫遊～ 鉄道ポスターの旅

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

地球絶景紀行 
#53～57

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

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 TOKYOぐるっと！グルメ 京都よろづ観光帖 
17.31日- #34 旅猫ロマン

大人のヨーロッパ街歩き
にっぽん酒処めぐり

地球バス紀行 
＃44～47

映える！九州女子温泉旅 まるごと！北海道 林家正蔵の今日も四時から飲み
地球絶景紀行

髙嶋政宏の旅番長 
～熱風！アジア縦断編～ スギちゃんの旅はワイルド！ ドライブインらーめん探訪 ドライブインらーめん探訪 

17.24日- #21　31日- #22

にっぽん津々浦  々
～関東⑦～

～鉄道特集～　秘境駅の旅 髙嶋政宏の旅番長 
～激動！ベトナム縦断編～ ごほうび温泉

太田和彦の日本百名居酒屋 映える！九州女子温泉旅 
17.24日- #3　31日- #4

HawaiiローカルNEWS！
Special

大人のヨーロッパ街歩き　傑作選 ～鉄道特集～　秘境駅の旅

まるごと！北海道 いい伊豆みつけた 東北さんぽ HawaiiローカルNEWS！
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 離島酒場 TOKYOぐるっと！グルメ 林家正蔵の今日も四時から飲み

映える！九州女子温泉旅 
12.19日- #3　26日- #4

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 
14.21日- #21  28日- #22

にっぽん酒処めぐり 
1日- #25　8.15日- #26

京都よろづ観光帖 
16.30日- #34

東京TOWNS　／　鉄道車窓物語
鉄道ポスターの旅 

12.19日- #13　26日- #14 Best of Japan 旅猫ロマン 髙嶋政宏の旅番長 
～激動！ベトナム縦断編～

歩け！マツケン
～松平健の諸国漫遊～

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 地球絶景紀行 

#53～57
HawaiiローカルNEWS！Special

パティのメキシカン・クッキング　／　榊原郁恵の町のお嬢さん
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 TOKYOぐるっと！グルメ

大人のヨーロッパ街歩き
にっぽん酒処めぐり 地球バス紀行 

＃44～47
映える！九州女子温泉旅 まるごと！北海道

けーぶるにっぽん　Beauy of Japan髙嶋政宏の旅番長 
～熱風！アジア縦断編～ スギちゃんの旅はワイルド！ ドライブインらーめん探訪

★新作TABI CHANNEL TIMETABLE  2020 October

MON   5.12.19.26 TUE   6.13.20.27 WED    7.14.21.28 THU    1.8.15.22.29 FRI    2.9.16.23.30 SAT   3.10.17.24.31 SUN   4.11.18.25
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放送内容が一部変更する可能性がございます。詳しくは旅チャンネル公式サイトをご確認ください。


