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Monthly Focus

『榊原郁恵の町のお嬢さん』

画像クレジット 不要



＝2018年6⽉オススメ番組＝

＝2018年6⽉新作＝

榊原郁恵の町のお嬢さん
榊原郁恵が旅先の人達とふれあいながら“町のお嬢さん”を探す旅へ！

＝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
★榊原郁恵の町のお嬢さん
・離島酒場
・スギちゃんの旅はワイルド！
・秘境駅の旅
・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
★旅チャンネル４Ｋシリーズ

『ヨーロッパトレッキング紀⾏』
・髙嶋政宏の旅番⻑
・Hawaii ローカルNEWS！
・世界ふれあい街歩き

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

＝2018年6⽉オススメ特集＝
ロシア・トラベルガイド 集中放送
サッカーワールド杯開催で注⽬のロシアを徹底紹介！
ロシア通としても有名な声優上坂すみれが⽇本語版を担当

旅チャンネル4Ｋシリーズ 「ヨーロッパトレッキング紀⾏」
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！
トレッキングを通して出会うヨーロッパ！のんびり楽しむ⼭歩きの旅をお送りします！

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！

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！

林家正蔵の今⽇も四時から飲み
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！
四時から飲みも遂に30話に突⼊！



30分（第2⽇曜）

タイトル 榊原郁恵の町のお嬢さん
放送⽇ #37 6/10［⽇］午前9:00〜9:30他

HD

榊原郁恵が旅先の人達とふれあいながら“町のお嬢さん”を探す旅へ！

紀行

オリジナル

榊原郁恵が毎回、全国各地を散策して地元の人達とふれあいながら、その町で輝く女性“町のお嬢さん”を
探す旅へ！
町を歩きながら出会った人達との会話では、笑顔はもちろん、ときにはホロリとこぼれるような涙も…。
ゆったりとした土地の風情や街並みなども紹介しながら、地元の人達とのふれあいの旅をお届けします。

＜旅人＞
榊原郁恵
さかきばらいくえ
「第1回ホリプロタレントスカウトキャラバングランプリ」受賞をきっかけにデビュー。
歌、テレビ、舞台などで幅広く活躍。
代表曲の一つ「夏のお嬢さん」でNHK紅白歌合戦に出場した。

★「サカキ」は「榊」(⽊偏に神)です。フォントが可能な場合は対応をお願いします。
★電⼦媒体など難しい場合は「榊」で表記ください。

#37 大阪府大阪市
榊原郁恵が旅先の町で輝く女性“町のお嬢さん”との出会いを求めて全国を巡ります。

協⼒：株式会社ケイ・オプティコム(⼤阪府）



60分（毎⽉）

タイトル
旅チャンネル４Ｋシリーズ

『ヨーロッパトレッキング紀⾏』
放送日 #4 6/10［⽇］午前8:00〜9:00

オリジナル

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！
トレッキングを通して出会うヨーロッパ！のんびり楽しむ⼭歩きの旅をお送りします！

※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。

#4 イタリア ボルツァーノ

画像クレジット TM & (c)2018 Turner Japan

新番組

海外

トレッキングを通して出会うヨーロッパ！
のんびりと⾵景などを楽しみながらの“⼭歩き”。
私たちに新たな感動を与えてくれる本場ヨーロッパのトレッキングの旅を４Ｋ撮影映像でお送りします。

トレッキングを通して出会うヨーロッパは、私たちに新たな感動を与えてくれます。
さあ、ヨーロッパのトレッキングの旅へ。

イタリア最北端に位置し、東には世界遺産のドロミテの⼭々が連なる、ドロミテの
⽞関⼝と知られる町がボルツァーノ。名峰カティナッチョの中腹に沿って歩くコースを、雄⼤な⾃然の⼤
パノラマを望みながら、ゴールの⼭⼩屋を⽬指します。



30分（毎⽉2話）

タイトル 離島酒場
放送⽇ #15 6/ 9 ［⼟］午後7:00〜7:30他

#16 6/23［⼟］午後7:00〜7:30他

画像クレジット 不要

#15 答志島

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

#16 ⽯垣島

伊勢湾内の⿃⽻市の沖に浮かぶ海⼥さんの島。約2,500⼈が暮らすこの島では、多くの海⼥さんが
住んでいるのです。⾞が⼊れず住居や店がひしめく狭い路地を歩く松尾。賑やかな声に誘われて近づ
くと、海⼥さんや漁師さんと⼀緒に飲める酒場に出会えました。⾙やフグ・サワラ・アナゴなど、絶品の⿂
で飲む酒は格別。海⼥さん達が経営する酒場「海⼥の店いりど」は、なんとテレビ初取材！
彼⼥たちが作る煮アナゴをつまみに、漁の話を聞きながら夜は更けていきます。

沖縄本島から約400km、約47,000⼈の⼈⼝を誇る⽯垣島。住みやすいと⾔われ移住者も増
加しているこの島では、ホテルやコンビニが⽴ち並び300軒を超える酒場がひしめく。島に数件ある
酒造に興味津々の松尾は⼿作りにこだわる⾼嶺酒造を訪れ、もろみタンクから出てくる泡の勢いに
感激。試飲を超える飲みっぷりで、ほろ酔い気分。夜を待てず、港の⽬の前にある酒場でカジキを
肴に⼀杯。⼩料理屋“梅⾥”では、美⼈ママの⼿料理で、最⾼の泡盛を頂く。

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(毎⽉)

タイトル 髙嶋政宏の旅番⻑
放送⽇ #19 6/9［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

#19 熱⾵！アジア縦断 完結編③

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。

ラオスの⾸都ビエンチャンの観光名所タートルアンやパトゥーサイを訪問。そして、バンビエンに向けて出発するも、ビエンチ
ャンの⼤渋滞に巻き込まれ、時間を⼤幅に奪われてしまう。
その先に待つ⼭岳地帯で、またしても番⻑にピンチが!?

「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）

タイトル 林家正蔵の今⽇も四時から飲み
放送⽇ #30 6/17［⽇］午後4:00〜4:30他

オリジナル

遂に30話!!
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

#30 新橋・ビアライゼʼ98

今回訪れるのは新橋。
ビアホールレストラン、ビアライゼʼ98で、名⼈の注ぐ樽⽣ビールと名物のメンチカツを味わう。

同⾏



60分（毎週）

タイトル ロシア・トラベルガイド 集中放送
放送⽇ 毎週［⽉］〜［⾦］午前6:00~7:00/10:00〜11:00/18:00〜19:00

画像クレジット (C)VGTRK

海外

ロシア⼤好き声優・上坂すみれの吹替えで、2018年⼤注⽬のロシアの旅をご紹介！
〜 ロシア最注⽬の６⽉は、全12話を集中放送!!〜

HD

（2015年／ロシア制作）

＜吹替え＞
上坂すみれ うえさかすみれ

1991年12⽉19⽇⽣ 神奈川県出⾝
上智⼤学外国語学部ロシア語学科卒業
2012年1⽉に本格的に声優デビュー。アニメ「艦隊これくしょん―艦これ―」
「ガールズ＆パンツァー」「パワーパフ ガールズ」など様々なアニメ、
ゲーム作品に出演。
歌⼿として数々のCDシングルやアルバムを発表、ラジオパーソナリティも担当

世界各地にはその⼟地独⾃の歩みがあり、歴史の記憶があります。それぞれの⼟地が受け
継いできたものを古代ローマ⼈は“⼟地の精霊”(ゲニウス・ロキ）と称えました。番組ではロシ
アのゲニウス・ロキを巡ります。ロシアの歴史と⽂化において、極めて重要な役割を果たした
数々の美しい聖地を旅します。

話数 サブタイトル

1 クラスノダール

2 クリミア

3 レニングラード

4 ミネラーリヌィエ・ヴォードィ

5 ノヴゴロド地⽅

6 サンクトペテルブルグ郊外

7 プスコフ地⽅

8 サンクトペテルブルグ

9 タタールスタン

10 ボストチヌイ

11 ⻩⾦の環 1

12 ⻩⾦の環 2



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 #9 6/10［⽇］午後6:00〜6:30他

#10 6/24［⽇］午後6:00〜6:30他

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

#9 ワイルドスギちゃん いざ歴史の舞台へ参上！だぜぇ！

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

幕末維新ゆかりの地・萩を歴史散歩するスギちゃん。
⻑州藩の武家屋敷と⽩壁の町家、ゆったりと時が流れる中で、
スギちゃんは萩焼窯元陶芸体験や歴史散策を堪能。
萩のご当地グルメで⼤満喫のスギちゃんでした！

#10 スギちゃん⼭⼝で絶景！感動の旅だぜぇ！

取材

⻘い海に朱⾊の⿃居、絶景！
海外でも話題沸騰の元乃隅稲荷神社は、⻘い海に１００以上もの朱⾊の⿃居が並ぶ絶景スポット。
仙崎の北に浮かぶ⻘海島は、「海上アルプス」とも⾔われる程の、これまた絶景!!
仙崎港町で地元漁師さんとのふれあい散歩。
絶景満喫のスギちゃんでした！



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

海外

#97 チェスター

#98 バース

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

#96 ジロカストラ
ジロカストラは、1980年代まで鎖国政策を取っていたアルバニアの南部に
ある古都。20世紀初頭まで500年近くにわたってオスマン帝国の⽀配下
にあり、トルコとヨーロッパを結ぶ交易都市として栄えた。丘の中腹にある城
を取り囲むように、街が広がる。⽯で出来た美しい町並みは「博物館都市
」として世界遺産に登録されている。⼋百屋やカフェなどが軒を連ねる⽯
畳の通りから街歩きを開始！ 素朴な⼈々の笑顔に触れていく。
語り：⼩倉久寛 （NHK 2011年放送）

#99 アカプルコ

全⻑3.2ｋｍの城壁に囲まれたチェスター旧市街。城壁の上は遊歩道
になっていて、散歩やジョギングを楽しむ⼈が絶えない。そこを歩きながら、
ユニークな⼈々に遭遇する。市公認の巨⼤なハト⼩屋前で20年前から
毎⽇エサをあげているというおばあさん、ローマ帝国時代の円形劇場跡で
歴史学習をするコスプレ集団…。中世からの商店街をのぞいてみると、
何やら店頭で熱⼼に絵に⾒⼊る⼈たちが。地元で⼈気の⾵刺漫画店
だった。
語り：⽮崎滋 （NHK 2012年放送）

朝まだ静かなビーチから街歩き開始。何やら⼈が集まっていると思ったら、
なんと地引き網漁が⾏われていた。網にはたくさんの⿂。⼤漁と思いきや、
漁師いわく「⿃にやるしかない」。⼀体どうして？ さらに旧市街を中⼼に
歩き回りながら、陽気にたくましく⽣きている⼈々に出会っていく。同じアパ
ートに暮らすメキシコ⾳楽演奏者たちは楽しく路上練習、10代の修理屋
さんは⼤⼈顔負けの仕事ぶり、そして⾞の追突事故の現場では…！
語り：⽮崎滋 （NHK 2012年放送）

街の真ん中から温泉遺跡へ向け、街歩き開始。途中、建物の屋上から
⽔着姿の⼥性が⼿を振ってくれた。温泉プールがあるとか。花の飾られた
通りを抜け、約2000年前の温泉遺跡に到着。初めて温泉を⾒たという
校外学習の⼩学⽣や、飲泉を楽しむ冗談好きの⽼紳⼠に出会う。遺
跡前の広場は⼤道芸で、にぎやか。1⼈の男性がバイオリンを奏でながら
、⾜元でも楽器？を操作している。それは⾃作の“⾜でギターを弾く”機
械だった。
語り：牧瀬⾥穂 （NHK 2012年放送）



30分（毎⽉）

タイトル 秘境駅の旅
放送⽇ #17 6/9［⼟］ 午後1:00〜1:30他

#18 6/23［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

中根駅

#18 肥薩線 表⽊⼭駅と ⽇豊本線 ⻯ヶ⽔駅への旅

久我原駅

表⽊⼭駅 ⻯ヶ⽔駅

#17 ひたちなか海浜鉄道 中根駅と いすみ鉄道 久我原駅への旅



30分（第1⽇曜）

タイトル Hawaii ローカルNEWS!
放送⽇ #9２ 6/3［⽇］午前11:00〜11:30他

#92 Jun.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）

タイトル 京都よろづ観光帖
放送⽇ #9 6/10［⽇］午後0:30〜1:00他

HD

#9

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。

京都にはたくさんのお寺がたくさんあります。
京都タワーから眺めて、すぐ北側に⾒える東本願寺。そして、⻄側に⾒えるのが⻄本願寺。
お寺の周りには⾨前町があり、仏壇、仏具、数珠などを取り扱う店が多いのが特徴。
全国から多くの⾨徒さんが参拝に訪れた後、この通りで必要なものを揃えるのです。
今回は京都の仏教についてご紹介します。



30分(毎⽉)

タイトル 東北さんぽ
放送⽇ #8 6/2［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。

#8 秋⽥県 〜冬の湯沢市周辺さんぽ〜

＜旅⼈＞

今回の“のんぶら〜さんぽ”は秋⽥県湯沢市より。
地元のコミュニティFM局 エフエムゆーとぴあでパーソナリティを務めるTockeyさんに地元商店街を案内し
ていただき、湯沢市のソウルフード・オランダ焼きをいただきます。
他にも秋⽥名物・稲庭うどんや曲⽊家具作り体験も。
さらに、湯量豊富で解放感たっぷりの温泉に向かい、⼼⾝ともに癒されます。

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 まるごと！北海道
放送⽇ #28    6/16［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

#28 江差

紀⾏

今回は江差編。
江⼾時代、にしん漁と北前船による海上交易で栄え「江差の五⽉は江⼾にもない」と謳われる程、
繁栄を極め、当時の栄華が今も⾊濃く残る江差町。
数多くの問屋、町家、蔵、商家、寺社等の歴史的、⽂化的遺産を巡り、独特の⾷⽂化も堪能。そして、
伝統芸能「江差追分」にも挑戦。
旅の終わりに描いたイラストは、江差で体感した歴史ロマンと出会った皆さんの笑顔で彩られていました。
北海道初の「⽇本遺産」認定のマチ・江差町の魅⼒をまるごと！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 #78 6/17［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

#78 両国 江⼾⽂化を感じる街

墨⽥区の南⻄部に位置し、江⼾時代から交通の要衝、歓楽街として栄えた場所。随所に
江⼾⽂化が感じられるとして⼈気の街。国技館があることから相撲部屋も多く、相撲につな
がりのあるちゃんこ屋や⾜袋屋など⽼舗のお店も多い。


