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        しゃべくりDJ
寺田恵子&諸星和己の
ミュージックアワー！

＃１ 4/11（水）  よる10時

＃2 4/25（水）  よる10時

＃１ 4/12（木） 午後4時30分

＃2 4/26（木） 午後4時30分

「スクープ！演歌男子。」
大鵬薬品スペシャル

2018

  4
April

特番



K
a

o
r

i
 

K
o

z
a

i
CS初放送！

日本の歌姫として第一線で活躍し続ける香西かおりの
３０周年記念リサイタルの模様をお届けします。
演歌だけでなく、ポップス・民謡・歌謡曲まで
幅広いジャンルを歌いこなす歌唱力と表現力を
特別なステージでお楽しみください。
（収録：2017年5月25日／新宿区新宿文化センター）

ー30周年リサイタルの見どころを
教えてください。
みどころは本当は全部と言いたいん
ですけれども（笑）
お衣装も今回自分で選ばせていた
だいたり、香西かおり特有の和の世
界だったり、民謡だったり、そういう
ものの見せ場というものかな。あと
は代表曲を沢山のバンドメンバーと
一緒に豪華にお送りしていますので、
その辺りも聴き所かと思います。是
非お楽しみください！
ー30周年を迎えて、これからの歌
手人生においての夢は？
記憶に残る歌を一つでも多く残して
いきたいなあ、ということが夢です。
自分の中ではたくさんありますが、認
めてもらえてこそだと思いますので。
今でいえば「流恋草」や「無言坂」は
そういう域に達してきたかなと思うん
ですが、そういう作品が、今後も含め
て1曲でも多く育っていくといいなと
思います。

宮本隆治がアシスタントの相田翔子とお届けする演歌・歌謡曲情報バラエティ番組。

1963年、大阪府生まれ。1988年
「雨酒場」でデビュー。 1991年に
NHK紅白歌合戦初出場を果たす。 
1993年、「無言坂」で日本レコード
大賞を受賞。 2017年にデビュー
30周年を迎えた。

Profi le

香西かおり
30周年記念リサイタル
 ～風薫り 清しく 歌が舞いおりる～

作曲家 
弦哲也の世界  
4/2（月） 午後5時

森昌子デビュー
４０周年記念コンサート
 「ありがとう そしてこれからも」

4/7（土） 午後4時 ほか

川中美幸 
コンサート2010 
～人・うた・心～  
4/9（月） 午後5時

八代亜紀 
40周年記念
大感謝祭  
4/21（土） 午後4時 ほか

「酒のやど」「無言坂」「雨酒場」などの名曲はもちろん、自身が
作詞を手がけた曲、スターダストレビューの名曲「木蘭の涙」
のカヴァー、歌手人生のルーツともいえる民謡「秋田長持唄」
も披露。香西かおりの集大成ともいえる名曲尽くしの２時間
３０分！また、チャンネル独自でインタビューを実施。コンサ
ートの見どころについて語っていただきました。

◆再放送 4/23（月）午後5時

4/14（土） 午後4時   
写真：高樹涼子

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星
～演歌・歌謡曲情報バラエティ～

昨年末に念願の紅白歌合戦初出場を果たした
丘みどりが番組初登場し、紅白当日の思い出
を語ります。また、3月７日発売の注目の最新
曲「鳰の湖」をフルコーラスで披露します！＜歌
唱曲＞鳰の湖、伊那のふる里 ほか

#135 丘みどり
4/9（月）  午後4時ほか

「おもいで酒」「とまり木」「雪椿」やデュエット曲「も
しかしてPartⅡ」など、演歌ファンに長く愛され続
けている数々のヒット曲もありながら、いまや若者
たちにも支持され、新境地を進んでいる小林幸
子の魅力に迫ります。＜歌唱曲＞存在証明 ほか

#136 小林幸子
4/23（月） 午後4時ほか

• 4月の演歌コンサート •

記憶に残る歌を
一つでも多く
残していきたい



演歌・歌謡界で活躍する若手イケメン歌手の素顔を暴く真相究明バラエティ！
関係者から寄せられたタレコミ情報をもとに禁断の暴露トークを繰り広げます。

1979年10月1日生まれ。静岡県出身。
2005年に「金沢望郷歌」でデビュー。最
新曲「花咲線～いま君に会いたい～」が
好評発売中。趣味は卓球と温泉めぐり。 

松
原
健
之

酒井一圭、後上翔太、白川裕二郎、友井雄亮、小田井涼平か
らなる歌謡コーラス・グループ。元戦隊ヒーロー出身の俳優
を中心に構成され、平均身長は183cm。「スーパー銭湯アイ
ドル」として話題沸騰中。最新曲「プロポーズ」が好評発売中。 

純
烈

1989年12月22日生まれ。埼玉県出身。
2016年、吉幾三作詞・作曲「れい子」でデビュ
ー。4月25日、1stアルバム「メイド イン ナオキ」
が発売予定。趣味は野球と競走馬観覧。 

真
田
ナ
オ
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番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組

今月は第3シーズンのDJを務めた寺田恵子
（SHOW-YA）と諸星和己がついに共演！
SHOW-YAと光GENJIで様々な音楽番組
ですれ違っている2人だが、本格的な番組
共演は初。ロックシンガーとアイドルスター
がしゃべくり倒す３０分。収録２時間超え必
至の現場から濃縮した歌と笑いを届けます！

＃1では寺田恵子がメ
インDJとなり、「およ
げ！たいやきくん」が爆
発的ヒットを記録した
1976年のヒットナン
バーをお届けします。

＃2では諸星和己が
メインDJとなり、バ
ブル景気に突入した
1986年のヒットナン
バーをお届けします。

＃2 4/25（水）  よる10時 ほか

＃１ 4/11（水）  よる10時 ほか

番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組

演歌男子。シリーズ第5弾！

初代DJ Chage＆デーモン閣下 待望の再放送！  
70～80年代の昭和歌謡をChage、デーモン閣下がしゃべくり倒す！

ロックシンガーとアイド
ルスターがしゃべくり

倒す！！

＃１ 4/5（木）  ＃2 4/12（木）  ＃3 4/19（木）  ＃4 4/26（木）

よる10時 よる10時30分

第2・4木曜  午後4時30分

特番

松原健之  「一触即発！？松原健之、一日駅長の舞台裏」 ♪花咲線～いま君に会いたい～
純烈  「純烈・友井の呆れた癖

へき

！放置プレイ？？」 ♪プロポーズ
真田ナオキ  「ハレンチ！真田ナオキは露出狂！？」 ♪別れの夜明け

＜テーマ＞ ＜歌唱曲＞

＃1 4/12（木） 午後4時30分 ほか

松原健之  「欲望暴走超特急！松原健之の真実」 ♪通りゃんせ
純烈  「もうやめてくれ！スーパー公害アイドル！純烈・白川」 ♪しのび哀
真田ナオキ  「真田ナオキに副業疑惑浮上！？衝撃の一部始終を証言！」 ♪HAMAでダンスを

＜テーマ＞ ＜歌唱曲＞

＃2 4/26（木） 午後4時30分 ほか



• 演歌おすすめ番組 •

4月は「京都の想い出」「冬の海峡」をテーマに取り上
げ、それに関連した名曲を人気演歌歌手が熱唱します。

演歌カセットテープの売上データに基づいたウイーク
リーランキング番組。毎週上位20曲をカウントダウン
形式でご紹介！最新演歌の魅力を2時間たっぷりお
届けします。※星光堂マーケティング（音楽・映像ソフトの国
内最大級の卸商社） 協力企画

Ⓒテレビ東京

氷川きよしとグッチ裕三が各界で活躍する人物をゲス
トに迎え、楽しいトークと趣向を凝らした歌を繰り広げ
るバラエティーショー。＃41のゲストはゴスペラーズ。
氷川とのコラボ歌唱による「永遠に」は必見です。

ⒸNHK

毎週木曜  午後2時 ほか

ⒸNHK

1974年から1979年までNHKで放送された歌謡番組。芸能界の第一線
で活躍しているエンターテイナーが出演し、良質の音楽とトークを繰り広げ
ます。今回は放送当時60歳の森繁久彌が登場。自身が作詞作曲した「オ
ホーツクの船唄」「知床旅情」を歌唱するほか、踊りや芝居なども披露。マ
ルチな森繁久彌ワールドが楽しめるステージショーをお送りします。
（NHK放送日：1974年4月14日）

#269 小林幸子
4/13（金）  午後4時 ほか 4/27（金）  午後4時ほか

竹島宏#270

約1年半ぶりとなる新曲
「存在証明」も絶好調！
ここ数年に発表された話
題曲満載でお届けします。

デビュー16年目となる人気
イケメン歌手。「恋町カウン
ター」など、最新ヒット曲の
数 を々お楽しみください。

歌手別のミュージッ
クビデオ番組。今月
は小林幸子と竹島
宏を特集します。

今回は「雪国から愛を綴る歌」と題し、“雪”や“愛”にまつ
わる名曲をお届けします。小林幸子は自身のヒット曲「雪
椿」や美空ひばりの「ひばりの佐渡情話」を熱唱。また
「時代の歌 こころの歌」のコーナーには一節太郎が出演
し、昭和38年に大ヒットした「浪曲子守唄」を披露します。

小林幸子／前川清／美川憲一／坂本冬美／
瀬口侑希／一節太郎／山本智子／
北山たけし／門倉有希  （NHK放送日：2007年3月13日）

4/24（火）   午後4時  #105  

－森繁久彌－

往年の昭和スターの
ヒット曲を堪能!

4/25（水） 午後4時 ほか
４月は森繁久彌。映画・舞台・ド
ラマ・ミュージカル、そして歌。枠
にはまらないスケールの大きな活
躍を遂げ、唯一無二の存在として
昭和の芸能界を切り開いた彼の
人生を名曲でたどります。
＜紹介曲＞
♪船頭小唄
♪しれとこ旅情 ほか

新番組
こちらの番組も
おすすめ!

#356  森進一／前川清／長山洋子
（テレビ東京放送日：1995年6月18日）

＜歌唱曲＞♪女恋港（森進一）♪東京砂漠（前川清）
♪捨てられて（長山洋子）ほか

4/12（木） 午後4時 ほか

#357  坂本冬美／神野美伽／石原詢子
（テレビ東京放送日：1996年2月4日）

＜歌唱曲＞♪能登はいらんかいね（坂本冬美）
♪男船（神野美伽）♪夕霧海峡（石原詢子）ほか

4/26（木） 午後4時 ほか

午後6時 #30   柴田理恵4/6（金） （NHK放送日：
2005年11月7日）

午後4時 #41   ゴスペラーズ4/10（火）・17（火） 
（NHK放送日：2006年6月1日）

午後6時 #31   鳥羽一郎／山川豊4/13（金） 
（NHK放送日：2006年2月27日）

（NHK放送日：
2006年9月14日）午後6時 #12   北島三郎4/20（金） 

午後6時 #15   岩崎宏美／林家正蔵4/27（金） 
（NHK放送日：2007年2月15日）

ⒸNHKⒸ NHKⒸ NHK

4/12（木） #2   午後2時 ほか
4/19（木） #3   午後2時 ほか
4/26（木） #4   午後2時 ほか

4/5（木） #1   午後2時 ほか

歌謡ポップスチャンネル初の視聴者リクエストランキング番組
「聴かせて!あなたのリクエスト 視聴者が選ぶ人気曲ランキング」が、

5月よりスタート!

＜出演者＞研ナオコ／今井栄子／葵ひろ子／森敦／戸川晴代 ほか
＜歌唱曲＞♪赤とんぼ ♪オホーツクの船唄 ♪さすらいの唄　ほか

森繁久彌　
歌は語れ
4/11（水） 午後4時 ほか

4月より60分番組にパワーアップ!

応募
方法はハガキ、電話

、W
EB
から
!

ご応募お待ちしています!ハガキ

※いただきました個人情報は弊社個人情報保護方針に則り適切に管理致します。

電話

（受付時間 9：00～18：00  年中無休 ※年末年始を除く）
0570-017-329

おーいいな ミュージック

あなたが、今一番聴きたい歌
大募集! “あなたが押したいあの歌手の歌”

“みんなに聴いてもらいたいあの名曲”など、
 熱いメッセージを添えてお送りください。

WEB

歌謡ポップス　リクエスト 検索

カセットテープのランキング番組は
歌謡ポップスチャンネルだけ!新番組

リクエスト応募

・曲／歌手名
・理由／エピソード
・氏名／ペンネーム
・年齢
・性別
・住所／電話番号

220-0012
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• 懐かしおすすめ番組 •
 

日本のアイドルポッ
プス史を語る上で
欠かせない伝説的
な公開歌番組。

ⒸNHK

70年代を代表するアイドル歌手のヒット曲を全曲フル
コーラスでお届けします。ミュージックマガジンが発行
する月刊音楽雑誌 『レコード・コレクターズ』で特集さ
れ話題となった「女性アイドルソング・ベスト100」を
ベースに、番組独自の選曲によるベストテンをお楽しみ
ください。

「みずいろの雨」や「ポーラー・スター」、「パープル
タウン」などのヒット曲を連発し、一世を風靡し
た八神純子のコンサートをお届けします。
（公演日：2012年5月）

今も現役活動中のロックバンド、センチメンタル・
シティ・ロマンスが2008年に東京・渋谷クラブクア
トロで開催した結成35周年ライブをお送りします。
（公演日：2008年10月）

モノマネタレント・コロッケの芸能生活35周年
を記念して行われたコンサート。珠玉のエン
ターテインメントショーをお楽しみください！
（公演日：2015年7月）

1988年から1991年まで
NHKで放送された
若者向けの音楽番組

当時、「いっつみい」の愛称で親しまれていた名物アナウンサー、逸見政孝の司会で
おくる、トークと音楽でスターの意外な一面を見せていく30分のバラエティーショー。
＜出演者＞ 司会／逸見政孝   アシスタント／田中律子   レギュラー／ビジーフォースペシャル

4/9（月）  よる10時30分 ほか
八代亜紀／小林克也#1

永遠にこの胸に刻まれるメロディー。伝説のロッカー
たちの音が、そして生き様が時代を超えて語り継がれ
る…。今回は、女性シンガーソングライターの草分け
的存在、りりィを特集。1972年にデビューしてから晩
年に至るまでを関係者のインタビューで綴ります。

#9  りりィ4/9（月） よる10時 ほか ストーリーテラー 
吉田栄作

4/23（月） よる10時 ほか
ロッカーたちの名曲をフルコーラスで
お届けします。今月はりりィの「心が痛
い」「私は泣いています」ほか。

4月
よりスタート! 新番組
※永遠の
ロッカーたち
連動番組

人気番組 待望の新シリーズ!

地上波放送から28年。CS初放送!

カメラマン：白鳥真太郎

永遠のロッカーたち
~名曲プレイリスト~

新番組

（NTV放送日：1990年4月7日） （NTV放送日：1990年4月14日）

4/23（月）  よる10時30分 ほか
ジョニー大倉／森川由加里#2

ⒸNTV

#1 山口百恵4/9（月） よる11時 ほか
♪プレイバック part２ ♪秋桜 ほか

#2 南沙織4/10（火） よる11時 ほか
♪17才 ♪純潔 ほか

#3 岩崎宏美4/11（水） よる11時 ほか
♪ロマンス ♪聖母たちのララバイ ほか

#4 榊原郁恵4/12（木） よる11時 ほか
♪夏のお嬢さん ♪いとしのロビン・フッドさま ほか

4/13（金）   よる10時 ほか    

永井真理子／徳永英明／
AMAZONS／BAKUFU SLUMP
TOPS／渡辺美里 (コメント)
徳永英明は「最後の言い訳」を、
BAKUFU SLUMPは「月光」な
ど全２曲を披露。

#13

 （NHK放送日：1988年11月12日）

4/27（金）   よる10時 ほか    

プリンセス プリンセス／C-C-B
ZELDA／VOW WOW／池田聡
白井貴子(コメント)
プリンセスプリンセスは「 H E A R T 
STOMPIN' MUSIC」を、VOW WOWは
「Helter Skelter」など全３曲を披露。

#14

 （NHK放送日：1988年12月3日）

4/1（日）・6（金） よる10時  #47  
堀ちえみ／中森明菜／田原俊彦 ほか （NHK放送日：1985年2月10日）

必見！さよならの物語

4/2（月）・8（日） よる10時  #23  
布施明／渋谷哲平／川﨑麻世 ほか （NHK放送：1979年4月15日）

布施対狩人、
ロックンロール・フィーバー

4/15（日）  よる10時  #1  
荻野目洋子／野口五郎 ほか （NHK放送：1984年4月29日）

アイドル春らんまん！

4/22（日）  よる10時  #16  
沢田研二／柏原芳恵／岩崎宏美 ほか （NHK放送：1983年2月6日）

亜星のデュエット教室

4/29（日）・30（月） よる10時  #8  
中森明菜／早見優／山下久美子 ほか （NHK放送：1983年7月24日）

真夏のトップステージ！

4/6（金） よる11時 4/13（金） よる11時 4/15（日） 午後5時 ほか

コンサートツアー 2012 翼
八神純子

-私の心が聞こえますか。-
芸能生活35周年
記念コンサート

コロッケセンチメンタル•
シティ•ロマンス

35周年LIVE

70年代

ⒸNHK
MC：松岡英明

懐 か し コ ン サ ー ト 番 組4 月 の



番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組

月
2・9・16・23・30

火
3・10・17・24

水
4・11・18・25

木
5・12・19・26

金
6・13・20・27

 土
7・14・21・28

 日
1・8・15・22・29

6
歌謡最前線 知里のミュージックエッセンスPartII 清水節子と大森あきらの歌恋綴り わが心の演歌 歌う！セールスマン OKINAWA MONDE W・ALKER 政経マネジメント塾

※㉙忘れられた宝物
～沖ノ島からのメッセージ～
6:50～ ハワイ・ローカルトーク

とちぎ発！旅好き！
日本のこころ　ふるさとの歌 舞妓みらくる ※⑦㉘6:55～ サー

フアイランド種子島2017
※⑭㉑7:00～世界ローカルナビ

7 週刊カセット
演歌ベスト20
※②ＵＳＥＮ 
演歌ランキング
トップ２０

わが心の演歌 演歌女子。 「プレゼン！演歌男子。」

ＤＡＭ演歌
カラオケ新曲
ベストテン

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星
～演歌・歌謡曲情報バラエティ～
※①日本のこころ ふるさとの歌

若っ人ランドうた紀行
～懐かしい歌 彩る情景～

煌く日本の歌手
～わが心の演歌～ 歩きながらソング

8 時代を映す
名曲アルバム

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星
～演歌・歌謡曲情報バラエティ～

ベストヒット演歌 ⑤鳥羽一郎⑫
瀬川瑛子⑲森昌子 ※㉖昭和スタ
ー列伝－森繁久彌－(～9:00) 時代を映す名曲アルバム

①新着！ビデオクリップ
⑧みんなの県民ＳＯＮＧ！～愛媛～
⑮みんなの県民ＳＯＮＧ！～大分～
㉒ベストヒット演歌 
森昌子◇8:30山本譲二 
㉙昭和スター列伝－森繁久彌－

ベストヒット演歌 ⑤原田悠里
⑫小金沢昇司⑲山本譲二

9
インフォメーション 「プレゼン！演歌男子。」 うた紀行～懐かしい歌 彩る情景～※①インフォメーション

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

演歌売れ筋
ランキング

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

週刊カセット
演歌ベスト20
※⑤ ＤＡＭ

演歌カラオケ新曲
ベストテン

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング
トップ２０

インフォメーション
※①日本のこころ　ふるさとの歌

10 オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング
トップ２０

※①ベストヒット演歌 
松前ひろ子 ◇増位山太志郎
11:00～ オリコン演歌＆歌謡
トップ20 (～1:00)

11 車で旅する歌謡曲

12 煌く日本の歌手～わが心の演歌～ NHK歌謡コンサート
特選！ ヒット演歌
◇インフォメーション

インフォメーション 演歌売れ筋
ランキング

※①1:00～ 演歌女子。
1:30～新着！ビデオクリップ ミニ
1:45～インフォメーション
2:00～70's80's JUKEBOX
～私たちが選ぶこの10曲～ 
(～3:00)

インフォメーション

1
ベストヒット演歌

②⑬⑰㉕鳥羽一郎③⑨⑱㉖瀬川瑛子④⑩⑲㉗演歌女子。特集１⑤⑪⑳㉚森昌子⑥⑫㉓松前ひろ子⑯㉔小林幸子 (～2:00) 歩きながらソング
ベストヒット演歌

②⑬⑰㉕原田悠里③⑨⑱㉖小金沢昇司④⑩⑲㉗演歌女子。特集２⑥⑫㉓増位山太志郎⑤⑪⑳㉚山本譲二 インフォメーション

2 オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

演歌売れ筋
ランキング

ＤＡＭ演歌
カラオケ新曲
ベストテン

週刊カセット
演歌ベスト20

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング
トップ２０

演歌売れ筋
ランキング

インフォメーション

3
しゃべくりDJ Chage

※①ツメ折り！カセットソング (～4:00)
しゃべくりDJ デーモン閣下の 
ミュージックアワー！

4
宮本隆治の

歌謡ポップス☆一番星
～演歌・歌謡曲情報バラエティ～

③㉔NHK歌謡コンサート
⑩⑰きよしとこの夜

ビッグショー　
森繁久彌

※④ビッグショー鶴田浩二
※㉕昭和スター列伝
－森繁久彌－

演歌の花道 ベストヒット演歌
⑥森昌子◇4:30山本譲二
⑬⑳小林幸子
㉗竹島宏

⑦森昌子４０周年コンサート
⑭香西かおり 30周年
記念リサイタル（～6:30）
㉑八代亜紀 
40周年記念大感謝祭 
㉘演歌男子。が歌う 昭和ヒット
歌謡ベスト30 (～6:00)

ジャスト
ポップアップ

※⑧ビッグショー 野口五郎
大鵬薬品スペシャル

「スクープ！演歌男子。」
※⑤三山ひろし密着(～5:30)インフォメーション

5
②作曲家 弦哲也の世界
⑨川中美幸 コンサート2010 
⑯森昌子４０周年コンサート
㉓香西かおり30周年記念
リサイタル（～7:30）
㉚八代亜紀 40周年記念
大感謝祭

わが心の演歌 クロスカヴァー・
ソングショー

※①しゃべくりDJ 諸星和己
のミュージックアワー！
※⑧6:30～夢をありがとう 
5:30～インフォ  6:00～ 
ＵＳＥＮ 演歌ランキング 
トップ２０ (～8:00)
※⑮コロッケ芸能生活
35周年記念コンサート

インフォメーション 演歌の花道

6 ＵＳＥＮ 
演歌ランキング
トップ２０

演歌売れ筋
ランキング

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

きよしとこの夜
⑦NHK歌謡コンサート
⑭6:30～演歌の花道
㉑ビッグショー 森繁久彌
㉘昭和スター列伝
－森繁久彌－わが心の演歌

インフォメーション

7 演歌の花道
大鵬薬品スペシャル

「スクープ！演歌男子。」
※⑥演歌の花道

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星
～演歌・歌謡曲情報バラエティ～

しゃべくりDJ寺田恵子&諸星
和己のミュージックアワー！
※⑧しゃべくりDJ 諸星和己

歩きながらソング 懐メロ♪ ドライブ～九州編～

8
60年代　僕たちの青春ソングス

ＤＡＭ演歌
カラオケ新曲
ベストテン

①カラオケ演歌カウントダウン100 (～10:00)
⑧カセットソング (～9:00)⑮㉒永遠のロッカー
たち㉙永遠のロッカーたち名曲プレイリスト

僕たちの青春ソングス ツメ折り！カセットソング
※⑧9:00～ 70's80's JUKEBOX
シリーズ 野球選手の歌 (～10:00)

9 70's 80's JUKEBOX ～私たちが選ぶこの10曲～
※㉚70's 80's JUKEBOX ～カテゴリ別 名曲プレイリスト～ 夜も一生けんめい。

10

②㉚レッツゴーヤング (～11:00)
⑨⑯永遠のロッカーたち 
㉓永遠のロッカーたち
～名曲プレイリスト～ ツメ折り！

カセットソング

しゃべくりDJ 寺田恵子&諸星
和己のミュージックアワー！
※④しゃべくりDJ 諸星和己の
ミュージックアワー！

しゃべくりDJ 
Chageの 

ミュージックアワー！ ジャスト
ポップアップ
※⑥レッツゴーヤング

大鵬薬品スペシャル
「スクープ！演歌男子。」

※⑦演歌の花道 レッツゴーヤング
夜も一生けんめい。 懐メロ♪ ドライブ

ミュージック～九州編～
しゃべくりDJ 
デーモン閣下の 

ミュージックアワー！
演歌女子。

11 ②～⑤あなたが選ぶ 女性アイドルソング・ベスト１００
70年代女性アイドルソングベストテン ⑨⑲㉕ 山口百恵 ⑩⑯㉖ 南沙織 ⑪⑰㉓岩崎宏美 ⑫⑱㉔㉚榊原郁恵 

⑥八神純子コンサートツアー2012
⑬センチメンタル・シティ・ロマンス 
35周年LIVE (～1:00)⑳クロスカヴ
ァー・ソングショー ㉗コロッケ芸能
生活35周年記念コンサート（～1:00）

週刊カセット
演歌ベスト20

80年代女性アイドルソング
ベスト20

①㉙松田聖子 ⑧中森明菜
⑮小泉今日子 ㉒中山美穂

0 懐メロ♪ ドライブミュージック～南関東編～
※②～⑤懐メロ♪ ドライブミュージック～ミッドナイト ハイウェイ編～ 懐メロ♪ ドライブミュージック

～ミッドナイト ハイウェイ編～
※⑳夢をありがとう

ツメ折り！カセットソング
※①懐メロ♪ ドライブ～甲信越編～
1:00～ 懐メロ♪ ドライブ
～ミッドナイト ハイウェイ編～

1
僕たちの青春ソングス ベストヒット演歌

⑦松前ひろ子
1:30～ 増位山太志郎
⑭㉑小林幸子㉘竹島宏

ぐっ！ジョブ～九州ゲンキ主義経済～ ナンデモ特命係 発見らくちゃく！ ④⑱政経マネジメント塾
⑪㉕たけおの鹿児島全力たび きらり九州めぐり逢い 郷土劇場 70's80's 

JUKEBOXシリーズ
Ｂ面コレクション

ハワイ・ローカルトーク OKINAWA MONDE W・ALKER

2
新・鉄路の旅 煌く日本の歌手

～わが心の演歌～クロ女子白書 さつま狂句 ⑤㉖舞妓みらくる⑫⑲世界ローカルナビ さつま狂句
インフォメーション 車で旅する歌謡曲 懐メロ♪ ドライブ～北陸編～

※①僕たちの青春ソングス

2018

4
[  番組表  ]

演歌おすすめ番組

懐かしおすすめ番組

マークは同時に複数の音声を放送している音声多重放送の
番組です。※番組は深夜3時にて放送終了します。※番組表の
歌手名はオリジナル歌手名であり、お手本ボーカルの歌手とは
異なります。※番組は予告無く変更、または休止する場合がご
ざいます。予めご了承ください。

PHS・IP電話のお客様は、
045-522-6648
受付時間：午前9時～午後6時
（年中無休※年末年始を除く）

歌謡ポップスチャンネル カスタマーセンター
おー いいな ミュージック

0570-017-329
http://www.kayopops.jp/

お問い合わせ
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