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Monthly Focus

『離島酒場』

画像クレジット 不要



＝2018年5⽉オススメ番組＝

＝2018年５⽉新作＝

離島酒場
新ナビゲーター松尾貴史が離島の居酒屋を訪ね、島ならではの酒、肴を味わう旅！

スギちゃんの旅はワイルド！
旅が⼤好きスギちゃんが、様々な⼈々や出来事に出合うふれあい旅へ！

髙嶋政宏の旅番⻑
俳優・髙嶋政宏の「旅番⻑シリーズ」、待望の新エピソード登場！
シリーズ最⻑距離、アジア縦断 完結編の旅へ、いざ出発！

四国歩き遍路の旅
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！

世界ふれあい街歩き
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！

＝同⾏取材可能！
＝インタビュー取材可能！

インタビューおよび同⾏取材が可能な番組もあります！
お気軽にお問い合わせください！！

紀⾏
★離島酒場
★スギちゃんの旅はワイルド！
・秘境駅の旅
・旅チャンネル４Ｋシリーズ 『⽇本の夜景』
・四国 歩き遍路の旅
・東北さんぽ
・林家正蔵の今⽇も四時から飲み
・京都よろづ観光帖
・まるごと！北海道

海外
★世界ふれあい街歩き
★髙嶋政宏の旅番⻑
・Hawaii ローカルNEWS！

情報
・東京TOWNS 〜私の街案内〜

取材

取材

同⾏

取材

★＝新番組・新シリーズ

同⾏

取材



30分（毎⽉2話）

タイトル 離島酒場
放送⽇ #13 5/12［⼟］午後7:00〜7:30他

#14 5/26［⼟］午後7:00〜7:30他

画像クレジット 不要

#13 与那国島

HD オリジナル

紀⾏

新ナビゲーター松尾貴史が離島の居酒屋を訪ね、島ならではの酒、肴を味わう旅！

《旅⼈＞松尾 貴史 まつお たかし

1960年5⽉11⽇⽣ 兵庫県出⾝
テレビ・ラジオのほか、映画・舞台、イベント、エッセイ、イラスト、はたまた折り紙など幅広い分野で活躍
京都造形芸術⼤学客員教授、⽇本ソムリエ協会名誉ソムリエとしても活動

#14 ⼩⾖島

東京から遥か2,000キロ。⽇本最⻄端であり、国内で東京から最も離れた場所、与那国島。
約1,700⼈が住むこの島で、松尾貴史は、最⻄端の商店で泡盛を買い、最⻄端の岬で飲むという、
“最⻄端にこだわった飲み⽅”をする。
最⻄端の居酒屋“海響”では、獲れたてのカジキマグロ×泡盛で最⾼のひと時を過ごし、滅多に⾷べられ
ないと⾔われる、⼤きな⽬⽟の煮つけや⽪の湯引きなどの珍味に⾆⿎。
最後は最⻄端のスナック“⻄崎”へ。そこには、店を仕切る豪快なママがいた！

瀬⼾内海に浮かび⼈⼝は３万⼈ほど、醤油とオリーブの産地として有名な島。
島唯⼀の醸造所“森國酒造”を訪れ、⼥性社⻑と出会います。
試飲カウンターでは、社⻑⾃らのお酌でもてなされ、試飲を超える（?!）飲みっぷりをみせる松尾。
絞りたての⽇本酒を特別にいただき、あまりの旨さに唸ります。
ほろ酔い気分で向かった島の料亭“島活”では、絶品の⿂料理に遭遇。さらに島のスナックにまで繰り出します。

離島の酒場なら⿂は旨いに違いない。島の酒を飲みながら、酒場で話をするだけで、きっとあったかい気分になれるはず。
⽇本酒・焼酎・泡盛・・・、⼈知れず酒を造る醸造所が離島には数多くあるのです。
居酒屋番組は他にもあれど、そんな離島の酒を、離島の酒場だけを、酒好きタレント松尾貴史が飲み歩いていきます。

取材



30分（第2/第4⽇曜）

タイトル スギちゃんの旅はワイルド！
放送⽇ #7 5/13［⽇］午後6:00〜6:30他

#8 5/27［⽇］午後6:00〜6:30他

画像クレジット TM & (c)2018 Turner Japan／(c)S-Field

#７ ワイルドスギちゃん⽝吠埼で吠えまくるぜぇ！

オリジナル

紀⾏

旅が⼤好きスギちゃんが、様々な⼈々や出来事に出合うふれあい旅へ！
旅が⼤好きスギちゃんが、⾏く先々で様々な⼈々や出来事に遭遇！
笑いや驚き、そして感動を巻き起こす！？
ハートフルな芸⼈スギちゃんが肌で感じる感動のふれあい旅です。

＜旅⼈＞ スギちゃん すぎちゃん
1973年8⽉24⽇ 愛知県出⾝
平成7年デビュー。平成20年からピン芸⼈として活動開始。平成23年R1グランプリ準優勝。
平成24年｢新語・流⾏語⼤賞｣の年間⼤賞に『ワイルドだろぉ?』が選ばれる。
現在、テレビ、ライブなど幅広く活躍している。
シリーズ番組「ワイルド スギちゃんが⾏く！グルメ⾒聞録」（2015年 旅チャンネル放送）では旅⼈として、グルメを中⼼に全国を旅した。

HD

関東最東端・銚⼦に出没！
全国の鉄道ファンに愛されるローカル線の銚⼦電鉄に乗り、”上り調⼦!!”でワイルド出会い旅。
地元の皆さんが愛するローカルフードも満喫。
オーシャンビューの露天⾵呂で癒され、⽇本⼀早い⽇の出を拝むことが出来るのか！？

#8 スギちゃん佐原ぶらぶらさんぽだぜぇ！
千葉⽔郷の町、佐原を散策！
⼩江⼾の⾵情を感じる古い街並みが残る佐原で、まるでタイムスリップしたような街歩き。
⽔運の要として街を⽀えてきた⼩野川沿いを巡る遊覧船で⾒上げる景⾊はまさに壮観！
歴史を感じる触れ合い旅です。

取材



30分(毎⽉)

タイトル 髙嶋政宏の旅番⻑
放送⽇ #18 5/12［⼟］午後3:00〜3:30他

HD

海外

画像クレジット TM & (c)2018 Turner Japan

オリジナル

#18 熱⾵！アジア縦断 完結編②

俳優・髙嶋政宏の「旅番⻑シリーズ」、待望の新エピソード登場！
シリーズ最⻑距離、アジア縦断 完結編の旅へ、いざ出発！

＜旅⼈＞髙嶋政宏 たかしままさひろ

1965年10⽉29⽇⽣まれ。
1987年 映画「トットチャンネル」でデビュー。
以後、テレビ・映画・舞台と幅広く活躍。
ドラマ「おんな城主直⻁」「刑事7⼈」シリーズ、
映画「未成年だけどコドモじゃない」、
舞台「クラウドナイン」など多数出演。
趣味 洋楽（プログレッシブロック）。

※「髙」はいわゆるハシゴのタカです。フォント等が対応可能な場合は「髙」で表記をお願いします。難しい場合は「⾼」で表記ください。

前シリーズ「熱⾵！アジア縦断編」でシンガポールからタイ・バンコクの旅を終えた旅番⻑・髙嶋政宏は、ゴールのバン
コクでさらに先を⽬指すことを誓った。本シリーズではその熱き想いを胸に、前シリーズのゴール・バンコクから北上しラオ
スのルアンパバーンへ向け、新たなる旅をスタート！シリーズ最⻑記録を更新する、壮⼤なアジア縦断の旅を完結し
ます。代表的な都市や世界遺産などを巡りながら、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。

ラオスとの国境に近い、タイ・ノーンカーイを⽬指して、この⽇も快⾛の番⻑号。
途中、地元の激ウマソーセージに⼤興奮の番⻑であったが、その⾏く先には予期せぬピンチが待っていた！？

「髙嶋政宏の旅番⻑」シリーズ

#1-#4 カンボジア縦断トゥクトゥク紀⾏
#5-#8 激⾛のスリランカ編
#9-#12 熱⾵！アジア縦断編

（シンガポール〜タイ・ハジャイ）
#13-#16 熱⾵！アジア縦断編

（タイ・ハジャイ〜タイ・バンコク）
#17-#20 熱⾵！アジア縦断 完結編

(タイ・バンコク〜ラオス・ルアンパバーン)

取材



30分（毎⽉2話）

タイトル 四国 歩き遍路の旅
放送⽇ #17 5/6  ［⽇］ 午後4:30〜5:00他

#18 5/20［⽇］ 午後4:30〜5:00他

オリジナル

画像クレジット TM & (c)2018 Turner Japan

紀⾏

HD

#17 ⾼知県7

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！

#18 ⾼知県8

弘法⼤師が⾃⾝と⼈々の厄難を除くために開いたとされる四国霊場。
⼋⼗⼋ヶ所の寺の霊場をまわれば、煩悩が消え、願いが叶うと⾔われています。
距離にして約1300km、徒歩では50⽇以上はかかるとも⾔われる歩き遍路の旅をお届けします。

徒歩で⼋⼗⼋ヶ所の四国霊場を巡る、歩き遍路の旅。第38番札所・⾦剛福寺は四国の最南端、国⽴
公園の⾜摺岬を⾒下ろす丘の中腹にあり、境内は120,000平⽅メートルを誇る⼤道場。弘法⼤師はそ
の岬突端に広がる太平洋の⼤海原に観世⾳菩薩の理想の聖地・補陀落の世界を感得したと⾔われて
いる。岬は、濃緑の樹海と⽩亜の灯台、それに断崖に砕ける波涛、観世⾳さんの浄⼟を連想させ、⾃然
の⼤庭園に圧倒させられるのだが、たどり着く遍路の旅もまた壮絶を極める道である。

徒歩で⼋⼗⼋ヶ所の四国霊場を巡る、歩き遍路の旅。第39番札所・延光寺は⼟佐路の⻄南端、「修⾏
の道場」最後の霊場である。本堂の右⼿の眼洗い井⼾を⼤師は「宝医⽔」と名づけ、眼病にも効くとされ、
眼の周りを浸している遍路さんが多いことでも有名である。

※予定:■第３８番札所〜第３９番札所への道中
（変更の可能性があるため確定情報は旅チャンネル公式WEBサイトでお知らせします。）

※予定:第３９番札所への道中〜第３９番札所到着
（変更の可能性があるため確定情報は旅チャンネル公式WEBサイトでお知らせします。）



60分（毎週）

タイトル 世界ふれあい街歩き

放送⽇ 毎週［⽇］午後11:00〜深夜0:00他

画像クレジット (c)ＮＨＫ

#93 揚州

海外

#94 リューネブルク

#95 クエンカ

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！

「街の歩き⽅」に徹底的にこだわった新感覚の紀⾏番組。
その街をあたかも歩いているような感覚の映像で世界中を旅します。
街⾓で出会う⼈の⾔葉やしぐさから、訪れた街の⽇々の暮らしや旅情をお届けします。

HD

#92 シエナ
トスカーナの丘に築かれた中世の街、シエナ（イタリア）。ルネサンス美術をリードし、商業、
⾦融業が盛んな都市国家として栄えた。街の中央には、⾼さ100mの塔を従えたカンポ広
場。建物は「シエナの⾚」と呼ばれるレンガ⾊で統⼀。「コントラーダ」という、中世からの伝統
を持つ17の地区に分かれているのも特徴。特産のデザートワイン、ゴシックの傑作である⼤聖
堂を紹介。伝統を守る誇りある⼈々に出会う街歩き。
語り：⽥畑智⼦ （NHK 2011年放送）

スペインのクエンカ。遠く崖の上にある旧市街を⽬指し、ふもとの新市街から街歩き。道すが
ら、巨⼤な岩を使った奇妙な噴⽔や、下着店がやたらと多い市場に出くわす。やがて、遠くに
旧市街の全景が⾒えてくる。断崖絶壁のギリギリにまで建つ⽯造りの家々。崖からせり出し
ている建物もある。峡⾕に架かる⻑い橋を渡っていよいよ旧市街へ。“魔法にかけられた街”
には、どんな⼈たちがいて、どんな暮らしをしているのだろうか！？
語り：桂⽂珍 （NHK 2011年放送）

ドイツ北部にあるリューネブルク。⼈⼝は約7万。第2次⼤戦での破壊を免れ、中世の街並み
が残った。旧市街には、塩商⼈が富を競うように独特の装飾を施した屋敷が建ち並ぶ。街は
巨⼤な塩の岩盤の上にあり、地下の塩⽔をくみ上げ過ぎた地域は今でも地盤沈下が進み、
建物が傾くなどの問題が尽きない。それでも、街の⼈たちは古い家をコツコツ直し、平然と⽣
活し続けている。歴史ある街で⽣き⽣きと暮らす⼈々の姿に触れていく。
語り：松⽥洋治 （NHK 2011年放送）

中国東南部の江蘇省、北京と杭州を結ぶ⼤運河のほとりに築かれた街、揚州。2500年
の歴史を持つ街で、国際港としても発展してきた。昔の塩商⼈の邸宅などが残る「⽼街」と
呼ばれる古い街を歩きながら、揚州チャーハンで有名なもうひとつの顔「⾷の街」としての側
⾯も楽しむ。昔ながらの暮らしを守りながら楽しく⽣きる⼈々に出会う。
語り：⽮崎滋 （NHK 2011年放送）



30分（毎⽉）

タイトル 秘境駅の旅
放送⽇ #15 5/12［⼟］午後1:00〜1:30他

#16 5/26［⼟］午後1:00〜1:30他

オリジナルHD

利⽤者が少なく、⼭奥や荒れ地の中にひっそりと残る駅“秘境駅”の魅⼒を紹介します！
秘境駅。
利⽤者がほとんどいなくなってしまった駅、⼭奥や荒れ地の中に、ひっそりと残る駅。
列⾞や⾞を使ってもなかなかたどり着けない駅…。
そんな駅を、秘境駅と呼びます。
そんな秘境駅の旅の魅⼒をたっぷりとお届けします。

画像クレジット TM & (c)2018 Turner Japan

紀⾏

薩摩塩屋駅

#16 宗⾕本線 抜海駅と雄信内駅への旅

⻄⼤⼭駅

抜海駅 雄信内駅

#15 指宿枕崎線 薩摩塩屋駅と⻄⼤⼭駅への旅



30分（第1⽇曜）

タイトル Hawaii ローカルNEWS!
放送⽇ #91 5/6［⽇］午前11:00〜11:30他

#91 May.2018

HD

海外

旅⾏先として⼤⼈気の観光地ハワイ！最新情報を毎⽉お届け！
旬な情報はこの番組で要チェック！！

ハワイ在住の現地制作スタッフがハワイの旬なローカル情報を徹底取材し最新情報を毎⽉お届けします。
ビギナーからフリークまでたっぷりとハワイを楽しんでいただけます。
もちろん、ハワイでオススメのオリジナルグッズやお⼟産もしっかりとご紹介します。

ハワイの最新情報をコーナー毎にご紹介！

＜主なコーナー＞
・「Brand New Hawaii」：新スポットなどの新着情報
・「Made in Hawaii」：ハワイで作られたグッズ、フード、お⼟産などを紹介
・「Local Hawaii」：ローカル⽬線で選んだカルチャーやタウン情報
・「Music Hawaii」：ハワイゆかりの⾳楽を素敵な映像とともにお届け
・「Eiko`s Note」：現地スタッフが気になる場所、物などをピックアップ

画像クレジット TM & (c)2018 Turner Japan

オリジナル



30分（毎⽉2話）

タイトル 旅チャンネル４Ｋシリーズ 『⽇本の夜景』

放送⽇ #11 5/12［⼟］深夜0:30〜1:00他
#12 5/26［⼟］深夜0:30〜1:00他

オリジナル

⾼精細画質４Ｋ撮影で制作の“旅チャンネル オリジナル番組”をお届けするシリーズ！
都市、⽂化遺産、星空など⽇本の夜景を紹介します。

※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。

都市、⽂化遺産、星空など⽇本の夜を巡る旅へ！
４Ｋで撮影された美しく緻密な夜景の映像をお届けします。

#11 佐世保の夜景／⻑崎の夜景

画像クレジット TM & (c)2018 Turner Japan

紀⾏

#12 ⻑岡花⽕と⽵あかり街道／富⼠⼭

⼭と海に囲まれた⾃然豊かな佐世保市。港湾造船都市らしい煌びやかな湾岸夜景と、⽉明かりに照らし出される九⼗九島の夜
景を巡る旅をお届けします。
古くから港湾都市として栄えた⻑崎市は、外国⽂化の影響と坂の多い街並みが特徴的な景観を作り上げます。⻑崎の魅⼒的な
夜景もたっぷりとご紹介します。

新潟県⻑岡市から三⼤花⽕⼤会の⼀つである「⻑岡花⽕」と、三島地域で⾏われる⽵灯籠による幻想的なライトアップ「越後みし
ま⽵あかり街道」をお届けします。
晩秋から冬にかけて空気が澄んだ夜空に浮かび上がる富⼠⼭や、スーパームーンの下で⾊深く輝く幻想的な富⼠⼭など、富⼠⼭と
夜景もたっぷりとご紹介します。



30分（毎⽉）

タイトル 京都よろづ観光帖
放送⽇ #8 5/13［⽇］午後0:30〜1:00他

HD

#8

画像クレジット TM & (c)2018 Turner Japan

紀⾏

三⽅を⼭に囲まれた箱庭のような街に、いろんな⼈や⽂化がひしめき合っている京都。
古いものと新しいものが隣り合い、交じり合い、
伝統と進化とが混在する街は、訪れる多くの⼈々を魅了しています。
そんな京都のいろいろ、“よろづ（万）のこと”を、４つのコーナーで紹介します。
（ナレーション：桂春蝶）

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。

総務省の家計調査で、⽇本の”パンの消費量県別ランキング第⼀位”は、何と伝統の街、京都と判明。
和⾷のイメージが強い京都がパンを⽇本⼀⾷べているというのです。
かつて京都の商⼈や⾃営業者が忙しい合間にすぐに気軽に⾷べられる利便性を好んだからだからという⼀説も。

今回は、織物職⼈が暮らす街、⻄陣にある昔ながらのパン屋を巡ります。



30分(毎⽉)

タイトル 東北さんぽ
放送⽇ #7 5/5［⼟］午前6:00〜6:30他

HD

紀⾏

画像クレジット TM & (c)2018 Turner Japan

オリジナル

のんびりぶら〜り東北さんぽ。３⼈の癒し系旅⼈が“のんぶら〜”と巡ります。
のんびりぶら〜り東北さんぽ。
さまざまな東北各地での出会いに⼼癒されるふれあい旅。
シリーズでは、３⼈の癒し系旅⼈が“のんぶら〜”と巡ります。

#7 秋⽥県 〜冬の秋⽥市周辺さんぽ〜

＜旅⼈＞

今回の“のんぶら〜さんぽ”は秋⽥県秋⽥市より。
旅⼈⼩沼さんが⼦供の頃過ごした秋⽥市内をぶらり巡ります。
ジャズ喫茶を営んでいた知り合いのマスターを訪ね、秋⽥ならではの⽇本酒に⾆⿎。
懐かしのスポットに⼼癒される、のんぶらさんぽ。

⼩沼ようすけ
秋⽥県出⾝。ジャズギタリスト。
⽇本とパリを中⼼にジャズを発展させた独⾃の表現を追求。
国内外でライブ活動を⾏うほか、多岐に渡り活動を広げる。



30分（毎⽉）

タイトル 林家正蔵の今⽇も四時から飲み
放送⽇ #29 5/20［⽇］午後4:00〜4:30他

オリジナル

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！

HD

落語家林家正蔵。
昼の⾼座を終え向かうのは、ひとり飲み。
時間はまだ⽇も⾼い午後四時。
正蔵いわく、「世間様に申し訳ねぇ」と、少しだけ頭を下げつつ飲む⼀杯の旨さ！
“四時から飲み”を楽しんでいる林家正蔵がおすすめのお店を訪れてご紹介します。

画像クレジット TM & (c)2018 Turner Japan

＜旅⼈＞林家 正蔵 はやしや しょうぞう

落語家
1962年12⽉1⽇⽣
東京都 出⾝
1978年⽗、林家三平に⼊⾨。1987年真打昇進。
2005年九代⽬「林家正蔵」を襲名。テレビやラジオなどでも幅広く活躍。

紀⾏

#29 ⼤塚・上海チキン⼩閣樓
今回訪れるのは⼤塚。
池袋のお隣の駅、⼤塚でちょっと変わった中華のお店「上海チキン⼩閣樓」で⼀杯。
聞き慣れぬ”上海チキン”とは果たしてどんな料理なのか。
”上海チキン”をつまみに”四時から飲み”を楽しみます。

同⾏



30分（毎⽉）

タイトル まるごと！北海道
放送⽇ #27    5/19［⼟］午前9:00〜9:30他

オリジナルHD

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！

北海道の⼀つの地域を取り上げ、⾃然、⾷、温泉、⼈々等の訪れてみたくなるポイントを紹介。
地域の基本情報やご当地グルメ、観光スポットなどをお送りします。
札幌在住で北海道のラジオ、ネット番組で⼈気のイラストレーター＆ライターの⼿塚越⼦が
北海道の魅⼒をたっぷりとお届けします。

画像クレジット TM & (c)2018 Turner Japan

#27 ⿅部

紀⾏

今回は⿅部編。
道南の⿅部は 道産⼦にもあまり知られていない魅⼒がいっぱいの街。
道の駅しかべ間歇泉公園を訪ねると...
地熱パワーで１００℃以上の熱湯が1 5m以上の⾼さまで噴き上がる間歇泉の迫⼒に圧倒。
漁師の奥さんたちの家庭料理が味わえる店・浜のかあさん⾷堂では”⿅部たらこプレミアム御膳”に感激。
町内に30カ所以上もの温泉源があると⾔う ⾃慢の温泉でマッタリ。
内浦湾に⾯した 豊かな漁場獲れる海の幸の数々... 
中でも⼀番の⾃慢、たらこのメニューを⾷べまくり。
旅の終わりに残したイラストには、街で出会った皆さんの あったかい笑顔がいっぱい。
温泉の街、たらこの街、道南・⿅部の魅⼒を まるごとご紹介します。



30分（毎⽉）

タイトル 東京TOWNS 〜私の街案内〜
放送⽇ #77 5/20［⽇］午前10:30〜11:00他

情報

東京の魅⼒をお届けする地元密着のタウンガイド番組！

⽇本の⽂化、グルメ、エンターテインメントの中⼼「東京」。
⽇本に暮らす⼈にはもちろん、外国⼈観光客からも⼤⼈気！
東京の個性豊かに彩る街々の魅⼒をたっぷりお届けしていくタウンガイド番組です。

画像クレジット TM & (c)2018 Turner Japan

HD オリジナル

#77 秋葉原 電気街の通なガジェット店

電気街として、そしてオタク⽂化や⽇本のポップカルチャーの聖地として有名な秋葉原。
近年では多くの外国⼈が訪れる、東京でも有数の⼈気の観光スポットとなっています。
今回は通なガジェット店が集まるエリアを中⼼に、⽼舗から最新スポット、注⽬のお店などを
たっぷりとご紹介します。


