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Monthly Focus

『Hawaii ローカルNEWS! Special』

画像クレジット TM & (c)2018 Turner Japan.



＝2018年12⽉オススメ番組＝

＝2018年12⽉新作＝

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
★ワイルドスギちゃんが⾏く! 

にっぽん秘境温泉めぐり
★沖縄ローカルNEWS! Special
★ホ・ヨンジの⽣まれて初めての⿃取
★キム・レハの⼤⼭旅
★ヒロスケの⻑崎歴史さんぽ
・江⼝拓也の俺たちだって癒されたい！
・離島酒場
・秘境駅の旅
・中⻄圭三の朝ぶら散歩
・榊原郁恵の町のお嬢さん
・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
★Hawaii ローカルNEWS! Special
★Hawaii ローカルNEWS! 特別版
★カリスマシェフのアジア⾷めぐり
・世界ふれあい街歩き
・地球絶景紀⾏

情報
・けーぶるにっぽん 祭・JAPAN
・東京TOWNS 〜私の街案内〜

取材

同⾏

★＝新番組・新シリーズ

Hawaii ローカルNEWS！Special
ハワイ在住スタッフが徹底取材！テーマ毎にセレクションした選りすぐりの情報を紹介！

Hawaii ローカルNEWS！特別版
ローカル⽬線で集めたハワイのとっておきスポットを早⾒優のナレーションでたっぷりとご紹介!!

ワイルドスギちゃんが⾏く！にっぽん秘境温泉めぐり
温泉ソムリエで温泉愛好家スギちゃんが⽇本各地の秘境にある隠れた温泉をご紹介！

沖縄ローカルNEWS！Special
「沖縄ローカルNEWS!」のスペシャル版！離島を巡るふれあいの旅！

ホ・ヨンジの⽣まれて初めての⿃取
⼈気アイドルグループKARAのメンバー、ホ・ヨンジが、紅葉の⼤⼭などをテーマに⿃取県の観光スポットを巡る

カリスマシェフのアジア⾷めぐり
⽇本初放送！⼈気シェフのジョン・トロドが、アジア各国のローカルフードをご紹介!! 後半は実際に調理も！

＜4Kシリーズ特集＞
4K放送開始を記念して、 4K機材収録の「Best of Japan」、「⽇本四季菜彩」を⼀挙放送

秘境駅の旅
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！

同⾏

温泉
・ごほうび温泉

同⾏

取材

取材

取材

同⾏取材可能



30分（特別放送）

タイトル Hawaii ローカルNEWS！Special
放送⽇ #28 12/15［⼟］午後3:30〜4:00他

#28 愛らしく美しい神の⿃ マヌ・オ・クー

海外

ハワイ在住スタッフが徹底取材！テーマ毎にセレクションした選りすぐりの情報を紹介！
ハワイ在住の制作スタッフがローカル情報をお送りしている「Hawaii ローカルNEWS!」。
楽園ハワイから、⼀つのテーマを取り上げて、さらなるハワイの魅⼒をスペシャル版でお届けします。

HD オリジナル新番組

ハワイで神の⿃として愛されているマヌ・オ・クー（シロアジサシ）。
この⿃はハワイ全島の中でもホノルルだけで⼦育てをし、このことからホノルル市の⿃にも指定されています。
今回は、ホノルルの市街地で⾃然のままの姿を⾒せてくれる⿃たちを⾒守り、その愛らしい姿を多くの⼈に知
ってもらおうとボランティア活動を続けている⼈たちを追いました。
愛らしく美しいマヌ・オ・クーの姿とともにたっぷりご紹介します。

画像クレジット TM & (c)2018 Turner Japan.



30分（第1⽇曜）

タイトル Hawaii ローカルNEWS!特別版
放送⽇ #2 12/2［⽇］午前11:00〜11:30他

#2 とっておきのハワイ

HD

海外

旅⾏先として⼤⼈気の観光地ハワイ！
ハワイ在住のスタッフがローカル⽬線で集めたハワイのとっておきスポットを

早⾒優のナレーションでたっぷりとご紹介!!

ローカル⽬線でご紹介している「Hawaii ローカルNEWS!」ならではのとっておきのスポットを
ハワイ通として知られる早⾒優のナレーションとともに魅⼒満載でお届けします！

オリジナル

画像クレジット TM & (c)2018 Turner Japan.

取材

＜ナレーション＞ 早⾒ 優 はやみ ゆう

3歳から14歳までグアム、ハワイで育つ
14歳でスカウトされ、82年「急いで！初恋」で歌⼿デビュー
現在はTVや舞台など幅広く活躍中



30分（第2/第4⽇曜）

タイトル
ワイルドスギちゃんが⾏く！
にっぽん秘境温泉めぐり

放送⽇ #1 12/ 9 ［⽇］午前9:30〜10:00他
#2 12/23［⽇］午前9:30〜10:00他

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

#2 川原⽑地獄 川原⽑⼤湯滝 （秋⽥県）

オリジナル

紀⾏

温泉ソムリエで温泉愛好家スギちゃんが⽇本各地の秘境にある隠れた温泉をご紹介！
地元の⼈たちとのふれあいや郷⼟料理もみどころです。

⻘森の恐⼭、富⼭の⽴⼭と並ぶ⽇本三⼤霊地のひとつと⾔われる川原⽑地獄。
岩肌のいたる所から⽔蒸気や⽕⼭性ガスが噴出する荒涼とした光景は、まさに地獄さながら。
⼤湯滝は滝そのものが温泉という、全国でも珍しい滝の湯。スギちゃん地獄で温泉体験やいかに?!

＜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 取材新番組

#1 姥湯温泉 枡形屋 （⼭形県）
⽶沢の吾妻⼭温泉にある姥湯温泉は、室町時代の後期天⽂２年に発⾒されたと⾔われ、以後470年もの歴史を持
つ温泉。吾妻連峰の北側、標⾼1300mの奥深い⾕間に湧く姥湯温泉は、奇岩怪岩がそびえ⽴つ絶壁に三⽅を囲ま
れた、南画の世界を思わせる仙境の中に宿を構えた温泉。絶景露天⾵呂に浸り、旅に思いを馳せるスギちゃんです。

ワイルドな男スギちゃん、実は温泉ソムリエの資格を持つほどの温泉愛好家。
そんなスギちゃんが簡単にはたどり着けない⼭奥や秘境にある隠された温泉をご紹介します。

苦労してたどり着いた後に⼊るお湯はまた格別。
⼟地の⼈たちとの触れ合いや郷⼟の味も愉しみながら、スギちゃんの秘境温泉の旅が始まります！



30分（特別放送）

タイトル 沖縄ローカルNEWS！Special
放送⽇ #15 12/9［⽇］午後0：00〜0:30他

#15 みーかーねぇねぇが東京と沖縄をつなぐ！編

1974年10⽉3⽇⽷満市⽣まれ
沖縄県で活躍している⼥性ローカルタレント、ラジオパーソナリティ。
通称『みーかー』。ラジオ沖縄「チャットステーションL」を約15年間担当した。
県内のみならず全国各地にハードリスナーをもつ⼈気パーソナリティ。

MC ⽟城美⾹（たましろみか）

「沖縄ローカルNEWS!」のスペシャル版！離島を巡るふれあいの旅！
地元⽬線で選んだ沖縄の旬のローカルニュースをお届けした「沖縄ローカルNEWS!」のスペシャル版。
みーかーねぇねぇこと、⽟城美⾹がウチナーを離れ、沖縄の離島の旅へでかけます！

HD オリジナル

紀⾏

新番組

今回は番組MCのみーかーねぇねぇこと、⽟城美⾹が沖縄を⾶び出し東京へ！
沖縄と東京を中継でつなぎ、沖縄の⾵を届けます！
中継の舞台は沖縄のアンテナショップとして有名な、わしたショップ銀座店。
もっと沖縄を⾝近に感じてもらいたい！というスタッフの思いも込めて、あちこーこーでお送りします。

画像クレジット TM & (c)2018 Turner Japan.

取材



30分×前後編（2話)

タイトル ホ・ヨンジの⽣まれて初めての⿃取
放送⽇ 前編 12/22［⼟］午前8:00〜8:30他

後編 12/29［⼟］午前8:00〜8:30他

画像クレジット
(c)  2017株式会社中海テレビ放送 All rights reserved

HD

⼈気アイドルグループKARAのメンバー、ホ・ヨンジが、⿃取県の観光スポットを巡る
紅葉の⼤⼭、温泉をテーマに、観光景勝地、グルメ、体験型アクティビティをご紹介!

⼈気アイドルグループKARAのメンバー、ホ・ヨンジが、⿃取県の観光スポットを巡る旅。
紅葉の⼤⼭、温泉をテーマに、観光景勝地、グルメ、体験型アクティビティをたっぷりとご紹介します。
この番組は、韓国ソウル⾸都圏のケーブルテレビ局 D.Live社と、⿃取県⻄部のケーブルテレビ局中海テレビ放
送、そして、⿃取県の３者で共同制作。
韓国で活躍中の⼈気俳優やタレントが、様々なテーマで⿃取県を旅するこの番組は、⽇本はもちろん、韓国でも
放送されています。

新番組

紀⾏



30分×前後編（2話)

タイトル キム・レハの⼤⼭旅
放送⽇ 前編 12/  8［⼟］午前8:00〜8:30他

後編 12/15［⼟］午前8:00〜8:30他

画像クレジット (c)  2017株式会社中海テレビ放送 All rights reserved

HD

韓国の実⼒派ベテラン俳優、キム・レハが、⿃取県の⼤⼭と周辺エリアを旅します

韓国の実⼒派ベテラン俳優、キム・レハが、⿃取県の⼤⼭と周辺エリアを巡る旅。

この番組は、韓国ソウル⾸都圏のケーブルテレビ局 D.Live社と、⿃取県⻄部のケーブルテレビ局中海テレビ放
送、そして、⿃取県の３者で共同制作。
韓国で活躍中の⼈気俳優やタレントが、様々なテーマで⿃取県を旅するこの番組は、⽇本はもちろん、韓国でも
放送されています。

新番組

紀⾏



30分（毎週) 全10話

タイトル カリスマシェフのアジア⾷めぐり
放送⽇ 毎週［⽇］午前8:30〜9:00他 ※12/9スタート

HD

⽇本初放送！⼈気シェフのジョン・トロドが、アジア各国のローカルフードをご紹介!!
番組後半では実際に調理して味わいます

新番組

画像クレジット © Tin Roof Media Productions 2017

海外

＜⽇本語字幕／2017年 アメリカ制作＞

マスターシェフプレゼンター兼セレブリティシェフのジョン・トロードが素晴らしい料理のアドベンチャ
ーを通じて今までにないアジアを開拓する⾷紀⾏シリーズ。⼼揺さぶる料理やその国ならではの
特⾊ある味を⾒出し、毎回地元のシェフとともに贅を凝らした料理を作ります。さらに、⽔中レス
トランでの⾷事や⻑江の⼟⼿のストリートフード、北京の家族とともに作る⼩⻨粉を使った伝統
的な料理など、バラエティーに富んだ⾷べ物も紹介。私達の⾷に魅惑的な刺激をもたらすアジ
アの味覚の冒険をお届けします。

#1 ムンバイ
#2 アムリトサル
#3 北京
#4 ⾹港 Part1 



〜4Kシリーズ特集〜

「Best of Japan」 全話⼀挙放送
［⽕］〜［⾦］午前8:00-/午後4:00-/深夜0:00-

※12⽉4⽇（⽕）より放送開始

2018年12⽉、遂に4K放送開始。
12⽉は4K機材で収録した＜旅チャンネル4Kシリーズ＞を⼤特集！

「Best of Japan」 、「⽇本四季菜彩」を⼀挙放送！

画像クレジット:TM & (c)2018 Turner Japan.

⾼精細画質4K撮影で、⽇本が誇る極上の⾵景や伝統的な名所をご紹介するオリジナルシリーズ！

世界遺産など注⽬を集め、上質な旅を求める海外の⽅々からの評価も⾼い、⽇本の伝統的な名所をシリーズでご紹介

〇放送予定エピソード #1〜#12

「⽇本四季菜彩」 全話⼀挙放送
［⽉］〜［⾦］午前7:00-/午前11:00-/午後7:00-

※12⽉7⽇（⾦）より放送開始

HD

HD

〇放送予定エピソード #1〜#8

※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

画像クレジット:TM & (c)2018 Turner Japan.

⾼精細画質4K撮影で、⽇本が誇る旬の⾷べ物と四季の絶景を通して旅先の魅⼒に迫るオリジナルシリーズ！

旬の⾷べ物と四季折々の絶景を通して、その⼟
地の魅⼒に迫る紀⾏シリーズ・⽇本四季菜彩。
海の幸、⼭の幸、⽇本各所に散在する⾷の魅
⼒、その⾷を育む⼟地の魅⼒を、⾃然と共⽣す
る⼈々との触れ合いを通じて、4K撮影映像でお
送りします。



30分（毎⽉2話）

タイトル 離島酒場
放送⽇ #21 12/ 8  ［⼟］午後3:00〜3:30他

#22 12/22 ［⼟］午後3:00〜3:30他

画像クレジット 不要

#21 中ノ島（海⼠町）

HD オリジナル

紀⾏

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

⽇本海に浮かぶ⼈⼝2,300⼈の島。夜まで時間があったので、タクシーで島の神社まで向かい、
⼥性ドライバーに観光案内をしてもらい、1軒⽬の酒場・味蔵へ。釣り好きの主⼈が出してきた煮
つけに⾆⿎。2軒⽬の紺屋へ⾏くと、美⼈⼥将と出会う。旨い酒と料理を⾷べながら、島に嫁いで
きた⼥将から島の良さを聞く。さらにもう１軒、スナックに⽴寄ると、昼間のタクシー運転⼿さんがマ
マをやっている店だった。気の良いママに癒されながら夜は更けていく。

⽇本海に浮かぶ⼈⼝14,000⼈の島。島に到着後すぐに唯⼀の酒蔵・隠岐酒造に向かう。隠
岐の酒⽶と綺麗な島の⽔を使ってできた銘酒隠岐誉。製造⼯程を⾒学し、待ちに待った試飲
へ。出てきた⼗数種類の酒を試飲してヘロヘロに。⼣⽅には夫婦で営む酒場、炉端焼き⻘柳。
に向かう。コの字型カウンターの真ん中に調理台があり、主⼈の⿂さばきを⾒ながら、地酒を飲め
る店。その後、スナックへ繰り出し隠岐の夜を堪能するのだった。

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

#22 島後（隠岐の島町）

新番組



30分（毎⽉）

タイトル 京都よろづ観光帖
放送⽇ #15 12/9［⽇］午後0:30〜1:00他

HD

#15

紀⾏

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。

京都のグルメといえば真っ先に思い浮かべるのが懐⽯料理などの和⾷。しかし、意外なことに京都は
⻄のラーメン激戦区と呼ばれているんです。しかも、濃厚なこってり系が多く、代表的なのは醤油ベー
スのスープに豚の背脂をかける”背脂チャッチャ系”と呼ばれるラーメン。
今回は昔ながらの中華そばから流⾏りの店まで、京都で話題のラーメン店を特集します。

画像クレジット TM & (c)2018 Turner Japan.

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：笑福亭 純瓶）

オリジナル



30分（毎週)

タイトル ヒロスケの⻑崎歴史さんぽ
放送⽇ 毎週［⽇］午前8:00〜8:30他 ※12/9スタート

HD

街歩きの達⼈⼭⼝広助が、地層のように積み重なった⻑崎の歴史を紐解く散策番組

新番組

紀⾏

街歩きの達⼈⼭⼝広助が、地層のように積み重なった⻑崎の歴史を紐解く散策番組。
相棒は、全⽇本チンドンコンクールで⾦賞受賞の実⼒者、ちんどんかわち家こと、河内隆太郎。

基礎からちょっと奥深い情報まで、地層のように重なった⻑崎の歴史をたっぷりとお楽しみください。

画像クレジット (C)⻑崎ケーブルメディア

＜制作：⻑崎ケーブルメディア（⻑崎県）＞

⼭⼝広助 （写真右側）
やまぐちひろすけ

⻑崎県⻑崎市出⾝
1970年⽣
⻑崎⽂化歴史協会理事
⻑崎の歴史探究者
地域の活性化に活躍中

＜出演＞

河内隆太郎 （写真左側）
かわちりゅうたろう

⻑崎県出⾝
1971年⽣
かわち家開業
テレビ、ＣＭ、販促キャンペーンなど
九州各地で活動中

＜出演者＞



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

#110 ケアンズ（オーストラリア）

#111 コインブラ（ポルトガル）

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

#109 バリ島 クタ（インドネシア）
アジア有数のリゾート、バリ島。世界中の旅⾏者を魅了してやまない「神々の島」を歩きます。海辺の街、クタは
ショップやレストランが並び、昼夜⼈でにぎわう、バリ島屈指の繁華街です。しかし、⼀歩路地に⼊るとそこには
⼼地よい静寂が…。落ちた花びらを拾う男。ヤシの⽊を崇（あが）める画家。軒先でお供え物を作る⺟娘。
路地裏でマイペースで⼼静かな⼈々と出会う街歩きです。
語り：⼯藤⼣貴、つぶやきシロー （NHK 2014年放送）

#112 クレタ島 イラクリオン（ギリシャ）

オーストラリア北東部の街ケアンズ。世界最⼤のサンゴ礁グレートバリアリーフと世界最古の熱帯⾬林に抱か
れた⾃然豊かなリゾート。街中でも野⽣動物にたくさん巡り会えるなど、⼀度訪ねたら忘れられない魅⼒にあ
ふれています。⾃然と隣り合わせで⽣きる⼈たちみんな笑顔が素敵。外国から来て、この街に魅了され、何
年も住み続けているという⼈が⼤勢いるのも特徴。雄⼤な⾃然と⼈々の笑顔に癒やされる街歩きです。
語り：安めぐみ、つぶやきシロー （NHK 2014年放送）

エーゲ海に浮かぶギリシャ・クレタ島。最⼤の都市・イラクリオンを訪れる。クレタ島は紀元前３千年には⽂明が
芽⽣え、「ヨーロッパ⽂明のあけぼの」といわれる。街を取り囲む中世の城壁に⼀歩⾜を踏み⼊れるとエーゲ海
で漁をする⽗⼦漁師や、昼間から地酒「ラキ」を飲みながらゲームに興じる⽼⼈たち、海辺で記念写真を撮る
情熱的な新郎新婦など⼈懐っこくも誇り⾼き⼈々と出会う。神話と太陽を愛する島⼈たちとふれあいを描く。
語り：本上まなみ、⽊村祐⼀ （NHK 2014年放送）

ポルトガル中部の都市コインブラは、世界遺産に登録されるコインブラ⼤学を中⼼とした学園都市。⼩⾼い丘
の上に広がる街は、急な坂道と細い路地が⼊り組んだ⾵情ある独特の雰囲気。そんな街で出会ったのは、道
端の豪快なおばさんたち、⼤学の寮で暮らす男⼦学⽣たち。そして⼤学を卒業してなお⻘春まっただ中の合唱
サークルのおじさんたちなど、親切でちょっぴりおせっかい焼きな⼈々とふれあう街歩きです。
語り：⾼橋克実、篠原ともえ （NHK 2014年放送）

#113 ⾹港〜湾仔（ワンチャイ）〜（中国）
⾹港島の中⼼、湾仔（ワンチャイ）。海側は⾼層ビルが⽴ち並び、⼭側には古い建物や市場が残る。また⻄
側には若者たちが集うおしゃれなエリアと様々な表情を楽しめる街だ。出会うのは、朝から⾏列ができるサンドイ
ッチ屋さん、⾼層ビル街の真ん中でサッカーをする７０代のおじいさん、英国⾵カフェを開いたイギリス帰りの若
者など、⾹港らしいパワーあふれる⼈たち。古きよき⾹港を⾒直しつつ、新たな⽂化を育む⼈たちと出会う。
語り：遠藤久美⼦、ワッキー （NHK 2014年放送）



30分（毎週）

タイトル 江⼝拓也の俺たちだって癒されたい！
放送⽇ 毎週［⽇］午後3:00〜3:30他

画像クレジット (C)oreiya

#5.6 「東京での癒し旅」 ゲスト：杉⽥智和

紀⾏

声優・江⼝拓也と後輩の⻄⼭宏太朗が、
豪華ゲストと共に⽇々の疲れを癒すための旅に出かけます！

HD

＊権利元許諾のため、写真使⽤の場合は、使⽤⽤途の詳細（媒体先、媒体名、期間など）を明⽰願います

声優・江⼝拓也と⻄⼭宏太朗がゲストの杉⽥智和と共に訪れるのは東京都内。
ひたすらに『癒し』を求めて旅をします。
⻤⼦⺟神堂で旅の成功祈願を、そして旅のおやつは300円まで!
駄菓⼦屋で癒され、杉⽥智和が屋形船でモノマネ…？杉⽥智和いきつけの帽⼦専⾨店へ。
秋葉原では江⼝拓也も⼤好きなカレーを⾷べます。
温泉で江⼝と⻄⼭の⼊浴中に侵⼊者が?! イラストで旅の想い出を振り返るコーナーにあの⼈が?!

#7.8.9 「台湾での癒し旅」 ゲスト：⽊村良平
声優・江⼝拓也と⻄⼭宏太朗がゲストの⽊村良平と共に訪れるのは、番組初の海外?!
ひたすらに『癒し』を求めて旅をします。
次の旅はどこにする？次の旅は誰と⾏く? 「⽊村・⻄⼭の俺たちだって癒されたい！」に江⼝拓也がついに合流。
まずは旅の成功祈願。本場の絶品⼩⿓包も堪能。⽊村良平と⻄⼭宏太朗の仲は?!
占いでわかる⻄⼭宏太朗の未来とは…?!⽊村良平の迷いを占いで解決!?
⽊村良平と⻄⼭宏太朗、マッサージで癒される？ 江⼝拓也のためのスペシャルマッサージ

新番組



30分（隔週）

タイトル 秘境駅の旅
放送⽇ #23 12/  9［⽇］ 午後4:30〜5:00他

#24 12/23［⽇］ 午後4:30〜5:00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

⻘井岳駅

#24 根室本線 尺別駅と釧網本線 茅沼駅への旅
餅原駅

尺別駅 茅沼駅

#23 ⽇豊本線 ⻘井岳駅と餅原駅への旅



30分（隔週）

タイトル ごほうび温泉
放送⽇ #5 12/ 9 ［⽇］ 午前11:30〜0:00他

#6 12/23［⽇］ 午前11:30〜0:00他

オリジナルHD

スペシャリストと呼ばれる、各分野で注⽬の⼥性たちが選んだ、⾃分へのごほうび温泉旅
各分野で活躍し、注⽬の”スペシャリスト”と呼ばれる、輝く、素敵なオトナの⼥性たちが毎回登場。
⾃分へのごほうびとして、とっておきの温泉をご案内します。
「温泉の⼊り⽅」、「温泉に⼊った後の過ごし⽅」、「宿で味わいたい⾷事・お酒」・・・
只々温泉に⼊り、ゆったりするのも贅沢の極み・・・
⽇常を離れ、誰にも気兼ねすることなく安らげるのが、「ごほうび温泉」です。

画像クレジット TM & (c)2018 Turner Japan.

紀⾏

#5 伊藤裕⾹（テキーラ専⾨バーオーナー）
出版社勤務を経て、現在は東京と沖縄で2軒のテキーラ専⾨バーを経営する伊藤裕⾹さんが、⼭梨県笛吹川温泉の
「別邸 坐忘」を訪れます。

#6 コムロミホ（写真家）
モデルとして活動する傍らフォトグラフィーを志し、現在は写真家として活躍するコムロミホさんが⾃分へのごほうび温泉を
訪れます。



30分(毎⽉)

タイトル 中⻄圭三の朝ぶら散歩
放送⽇ #6 12/8［⼟］午後1:00〜1:30他

HD

紀⾏

オリジナル

#6 ⾦沢エリアの朝

いつもは混んでいるあの街。しかし、朝となると⼈はまばら。
そんな朝に特化した、朝を有効に使うためのぶらり朝散歩の旅。

＜旅⼈＞
中⻄圭三
なかにし けいぞう

いつもは混んでいるあの街も、朝となると⼈もまばら。
静かな朝の街を散歩するのは、朝活を推奨するシンガーソングライターの中⻄圭三。
朝に特化した、朝を有効に使うためのぶらり散歩旅で、素敵な朝の過ごし⽅をご提案！
朝ぶら散歩は⽇の出からスタート！
早朝だからこそみえる新しい街の姿、新しい発⾒、素敵な⼈達との出会いもたっぷりとご紹介します。

2015年の北陸新幹線開業により、さらに多くの観光客が集う加賀百万⽯の古都、⾦沢。
国内はもちろん世界各地から多くの⼈が集う街 “⾦沢エリア”を中⻄圭三が朝散歩。
夜とは違った顔をみせる朝の茶屋街、そして、地元の⼈から観光客まで朝早くから幅広い層の⼈々で賑わう近江町市
場へ。予約制の懐⽯料理の朝ごはんを堪能し、⻑町武家屋敷を歩いた後は、桜橋を遠くに眺める犀川まで歩きます。
⾦沢の、朝のさわやかで素敵なスポットをたっぷりとご紹介していきます。

取材

1991年3⽉ デビュー
「Choo Choo TRAIN」で第 13 回 JAM広告⾳楽⼤競技会作曲賞受賞
シンガーソングライターとしての活動の傍ら、ファミリーコンサートも企画開催、
国際⾳楽祭などのプロデュース、各種チャリティプロジェクトや社会貢献活動まで幅広く活躍中

画像クレジット TM & (c)2018 Turner Japan.



30分（第2⽇曜）

タイトル 榊原郁恵の町のお嬢さん
放送⽇ #43 12/9［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。

#43 愛媛県新居浜市

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。
今回は愛媛県新居浜市を訪ねます。
四国のほぼ中北部に位置する新居浜では、あかがねミュージアムや一宮神社など新居浜市内の各スポットを
元気なお嬢さんを探してたっぷりと散策します。

＜協⼒： 株式会社ハートネットワーク（愛媛県）＞

画像クレジット TM & (c)2018 Turner Japan.



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 #36 12/16［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。

＜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

#36 総集編
“四時から飲み”2018年を総括する総集編。
おすすめのお店での⼀杯は、どれも格別！
年末年始は、ぜひ⼀杯飲みつつ “四時から飲み”をお楽しみください。

同⾏

画像クレジット TM & (c)2018 Turner Japan.



30分（毎週⽇曜）

タイトル けーぶるにっぽん 祭・JAPAN
放送日 毎週［⽇］午後5:00〜5:30他

HD

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9,第10弾!!
にっぽん各地の四季折々の祭り⽂化をご紹介

にっぽん各地、地域の⼈々が集う“祭”。祭は⼈と地域、⼈と⼈をつなぐ、”⼼のふるさと“。
全国ふるさとコンテンツ配信プロジェクト シリーズ第９.10弾『けーぶるにっぽん 祭・
JAPAN 』では、にっぽん各地の”祭“を採り上げ、ご当地ならではの祭のありさま、祭に集う
⼈々の想いを綴ります。

要クレジット：（C）2017 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」※制作時局名

情報

#21 愛知・⾼浜 おまんと祭り〜この⾺とまれ〜
＜制作：キャッチネットワーク（愛知県）＞

#22 ⻑崎 ⻑崎くんち〜南蛮船にのって〜
＜制作：⻑崎ケーブルメディア（⻑崎県）＞

#23 姫路 これが、灘の男。灘のけんか祭り
＜制作：姫路ケーブルテレビ（兵庫県）＞

疾⾛する⾺に男たちが挑む2⽇間。
江⼾時代、⾺の名産地として栄えた愛知県三河地⽅で受け継がれている「おまんと祭り」。
祭りの⾒所は円形⾺場を時速40kmで⾛る⾺に若者たちが果敢に⾶びつく姿。その姿をこ
の地域では“⾺にとまる”と⾔う。町⼀番の⾺にとまる姿を⾒せるのが“⽣きがい”と豪語する若
者たちの命がけの２⽇間を追う。

380年の伝統を誇る「⻑崎くんち」。
⿓がうねり、踊り⼦が舞い、曳き物が踊り場を攻める。その演⽬のひとつが「銅座町の南蛮船
」。かつて⻑崎に来航したポルトガル船は⽇本⼈が⾒たこともない珍しい物を持ち込み、その
後の⽂化に⼤きな影響を与えた。⻑崎の多様な⽂化の起源と祭りに関わる⼈々を、⻑崎く
んちを通して描く。

灘のけんか祭りは⽇本に数ある“けんか祭り”の中でも最⼤規模を誇る祭礼だ。
まわし⼀つで祭りに臨む男達。⼒の限り神輿を合わせ、汗を光らせヤッサ（屋台）を練る。
ヤッサには職⼈の魂が宿る。匠の技の結集は、祭りに伝統の息吹を吹き込む。
祭りに命を懸ける男達がここにいる。灘の男の⽣き⽅を、４Ｋ映像美で切り取る。

#24 佐賀・伊万⾥ 火の粉散らす攻防 取り追う祭り
＜制作：伊万⾥ケーブルテレビジョン（佐賀県）＞

佐賀県伊万⾥市⼆⾥町⼤⾥地区に伝わる「取り追う祭り」。
南北朝時代、⾜利⽒に敗れた武将・菊池武重が⼤⾥地区に逃れ、⼀族再興のため⽕中
訓練したのが始まりと⾔われている。833個のにぎり飯「御供（ごくう）さん」をめぐり、⽒⼦ら
が激しく⽕の粉を散らす攻防を繰り広げる。奇祭を通して、住⺠らの地元愛に迫る。



60分（毎週）

タイトル 地球絶景紀⾏
放送⽇ 毎週［⽇］午後9:00〜10:00他

HD

海外

#35 緑のファンタジー湖⽔地⽅／イギリス

#36 フィヨルドと氷河の王国／ノルウェー

#37 アンダマン海の島を巡るプーケット／タイ

画像クレジット （C)BS-TBS

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。

#38 ⼤峡⾕を⾛るチワワ太平洋鉄道／メキシコ

北⻄イングランドの絶景を探す旅。イングランド2番⽬の都市マンチェスターからスタート。かつ
て産業⾰命の中⼼となった街は、⾦融の中⼼でポップカルチャーの発信地に。各地から集う
ゲイのイベントなどからも、どんな⼈も分け隔てなく、明るく⽣きていける、そんな⾃由な⾵が吹
いている街に。続けて、アイリッシュ海に⾯した街、ブラックプールへ⽴ち寄り、イギリス北⻄部の
湖⽔地⽅へ。⼤⼩合わせて500以上の湖や池が点在するイギリス最⼤の国⽴公園には、
静かな湖畔を囲む⼭には清流が流れ、⽺や⽜が草を⾷んでいるのどかな⾵景。多くの著名
⼈たちに愛されてきました。

#39 ロハスな⽣活／デンマーク

ノルウェーの⾸都オスロから出発。歴史ある建物が三⽅の⼭に囲まれており、「趣きある⾸都
」の名にふさわしい景観が印象的な街。続いてノルウェー第2の都市ベルゲンへ。世界遺産に
登録されている⾊鮮やかな⽊造家屋群や⼣焼けに染まる街を⾒渡しながら、いよいよ世界
最⻑・最深のソグネフィヨルドへ。氷河の世界を堪能した後は、旅のクライマックス、ガイランゲ
ルフィヨルドを堪能できる知る⼈ぞ知る絶景ポイントへ… 。

「アンダマン海の真珠」と異名をとるほど美しい、タイ南部の島プーケット。海の地形が変化に
富んでいるため、市場ではいろんな⿂がみられます。続けて、⼤⼩約160の島があるパンガ
ー湾へ。不思議な形の島々や奇岩のある湾をボートでゆっくりと巡ります。旅の最後はピピ
島へ。島内の交通⼿段が徒歩と⾃転⾞という、のんびりした雰囲気が⼈気で、外国⼈観
光客がとても多い島。楽園のプールと⾔われる、岩⼭に囲まれたエメラルドグリーンの浜辺マ
ヤビーチで最⾼のひとときを過ごします。

港町・ロスモチスを起点にメキシコ最北端のチワワ州チワワまで全⻑635キロを⾛る、メキシ
コでは最も有名なチワワ鉄道。旅のスタート地点ロスモチスで訪ねたのは、⼩さな漁師町。
美しい湾を船で⾛っていると、何⼗頭ものイルカたちが船のすぐそばまで近寄ってきます。ロス
モチスの駅を夜明け前に発⾞し、お昼過ぎには2000メートル以上の⾼地へ。⾒渡す限り
の⼤峡⾕、コッパー・キャニオンが広がります。⼤峡⾕の崖に今も暮らす⼭岳⺠族。原⾊の
派⼿な⺠族⾐装をまとったタラウマラ族の⼈々に出会いました。

最⾼峰が170メートルしかない別名「パンケーキのような国」デンマーク。 ⾸都コペンハー
ゲンでは、オシャレな⾃転⾞通勤の⼈々が⽬につきます。デンマークの伝統料理と⾔えば
豚料理。150ヘクタールの広⼤な放牧地に800頭以上の豚を飼育する、⼤規模農家を
訪問します。 旅のクライマックスは⼈⼝4000⼈、⼩⾖島の3分の２の広さながら 「排出
ゼロのエコ島」として世界中から注⽬を集めているサムソ島へ。



30分(毎⽉)

タイトル 東北さんぽ
放送⽇ #14 12/1［⼟］午前6:00〜6:30他

HD

紀⾏

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。

#14 秋⽥県 〜仙北市周辺さんぽ〜
今回ののんぶらさんぽは秋⽥県より。
秋⽥県の中央に位置する仙北市。
⾓館町など歴史残る町並みをのんぶら〜さんぽします。

画像クレジット TM & (c)2018 Turner Japan.

＜旅⼈＞
ふじポン
岩⼿県盛岡市出⾝
地元・岩⼿にとことんこだわる“地タレ”として活動
岩⼿のテレビ・ラジオ・CMなどを中⼼に多岐に渡り活躍中

ロケ画像後⽇提出予定



30分（毎⽉）

タイトル まるごと！北海道
放送⽇ #34   12/15［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。

#34 知床・ウトロ

紀⾏

今回は知床・ウトロ編。
世界⾃然遺産に登録された知床。半島の北⻄に位置するオホーツク海に⾯した知床・ウトロは、海と川と森が⼀体
となった独⾃の⽣態系で、⼿つかずの⾃然が⽣む絶景と暮らす野⽣動物たちに出会える貴重な地。
クルージングでは知床に⽣息する野⽣のヒグマウォッチングを体験。船でしか⾒ることの出来ない世界⾃然遺産に感
動。また、押し寄せる流氷がもたらす海の恵みも知床観光の魅⼒のひとつ。⼈気のゴージャスなホテルビュッフェもご紹
介します。世界⾃然遺産を楽しめる、知床・ウトロの魅⼒を、まるごと！ご紹介します。

画像クレジット TM & (c)2018 Turner Japan.



30分（毎⽉）

タイトル 東京TOWNS 〜私の街案内〜
放送⽇ #84 12/16［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。

HD オリジナル

#84 中野 〜再開発が進む新学⽣街〜

中野ブロードウェイなど、サブカルのイメージが強い中野。
最近では北⼝エリアを中⼼に再開発が進み、オフィスビルをはじめ、明治⼤学、帝京平成⼤学のキャンパスなどが
集まる”中野四季の都市”もオープン。
地域住⺠や学⽣向けにスーパーや飲み屋街がさらに充実し、暮らしやすく優しい街に変化しています。
今回はそんな「新学⽣街」中野の魅⼒をたっぷりとご紹介します。

画像クレジット TM & (c)2018 Turner Japan.


