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 11
November

 11/26（土）  ひる0時

山内惠介
コンサート2016
独占放送決定！！
～ひたむきに、あなたに届け“歌力”～

 11/3 （木・祝）  ひる0時

『4時間ぜ〜んぶ山内惠介！』特別
編成

『宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星』

八代亜紀
布施 明

中村美律子
デビュー３０周年
記念コンサート
〜笑顔の先に〜

しゃべくりDJ 
Chageの 
ミュージックアワー！

しゃべくりDJ 
デーモン閣下の 
ミュージックアワー！

新番組



ベストヒット演歌
中村美律子特集

11/6（日） 午前10時30分

ベストヒット演歌

（日）午前 時

● ひる0時

● 午後1時30分
● 午後3時

山内惠介10周年記念コンサート
～あしたへ一歩～

山内惠介デビュー15周年記念リサイタル
～あの頃、月が僕のスポットライトだった 熱唱·熱愛·まっすぐに艶歌道～

『惠音楽会 SCENE15』山内惠介ファンクラブ限定LIVE

(開催 :2010年5月 東京·浅草公会堂)

(開催 :2015年9月 NHKホール)

(開催 : 2016年8月 東京·
 深川江戸資料館 小劇場)

山内惠介
昨年末、NHK紅白歌合戦初出場を果たした人気演歌歌手・山内惠介の
最新コンサート五大都市ツアーより東京公演を独占放送!
デビュー曲から最新曲「流転の波止場」までのオリジナル曲はもちろん、
秋をテーマにした名曲メドレー、尊敬する美空ひばりや三波春夫の
長編歌謡浪曲など、バリエーション豊かなステージをお届けします!
(開催 : 2016年9月 東京·中野サンプラザホール)

11/26（土） ひる0時  ◆再放送 11/30（水）よる7時

山内惠介コンサート2016
～ひたむきに、あなたに届け“歌力”～

ベストヒット演歌
山内惠介特集

11/6（日） 午前10時

山内惠介のヒット曲や最新曲をミュージック
ビデオでご紹介します。

11/3 （木・祝）  『4時間ぜ～んぶ山内惠介！』特別
編成

今年でデビュー30周年を迎えた中村美律子のスペシャル企画 ! 
番組では、5月に盛大に開催された「30周年記念コンサート」とその
舞台裏に完全密着。 本人の独占インタビューをはじめ、ファンクラ
ブイベントの模様や20年以上にわたり活動している「盲導犬育成
支援」の様子など、人柄が垣間見える密着映像を織り交ぜ、ファン
に愛される”みっちゃん”の魅力をお伝えしていきます。 
 (開催 :2016年5月 東京·新宿文化センター)

中村美律子
デビュー３０周年
記念コンサート
～笑顔の先に～ 

11/12（土） よる8時  ◆再放送  11/16(水)午後2時  11/26(土)よる8時

中
村
美
律
子

デビュー３０周年記念コンサートを独占放送！ 

協力：キングレコード

中村美律子のヒット曲や最
新曲をミュージックビデオで
ご紹介します。



歌謡ポップスチャンネルは、日本で唯一の演歌・歌謡曲専門チャンネルです。

11/6（日）  #33  西城秀樹／田原俊彦／柏原芳恵ほか
  （NHK放送日：1981年12月20日）

11/13（日） #34  近藤真彦／松本伊代／松田聖子ほか
  （NHK放送日：1981年11月15日）

11/20（日） #35  太田裕美／榊原郁恵／野口五郎ほか
  （NHK放送日：1981年12月6日）

11/27（日） #15  レイジー／榊原郁恵／沢田研二ほか
  （NHK放送日：1980年2月20日）

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。一世を風靡したアイドルのフレッ
シュな映像は永久保存版です！

毎週日曜  よる10時

午前10時

第2・4月曜  午後6時

個性的な番組ＤＪが毎回独自の切り口で70～80年代
の音楽を紹介します。ラジオブースから、当時のレコード
盤や流行したアイテムとともにお届けする観て聴いて懐
かしむ、テレビで見るラジオ風音楽番組です。

第2・4水曜  よる10時

宮本隆治が毎回、豪華ゲストを迎えて歌手の素顔に迫
るトークコーナーの他、演歌・歌謡曲に関する魅力あ
る情報をお届けします。

11/14（月）
#101  八代亜紀

11/28（月）
#102  布施 明

演歌・歌謡曲情報バラエティ

MC：宮本隆治 
アシスタント：大久保涼香

ⒸTV TOKYO

11/1（火）  #81  男性アイドル70's  原田真二 ほか

11/8（火）  #82  男性アイドル80's  風見慎吾ほか

11/15（火） #83  男性アイドルグループ  フォーリーブスほか

11/22（火） #84  恋のうた（70's）  井上陽水ほか

11/29（火） #85  恋のうた（80's）  薬師丸ひろ子ほか

70～80年代の名曲を、毎回決まったカテゴリに分類し
てお届けします。

毎週火曜  よる10時

11/8（火）
三橋美智也  司会：水前寺清子
ゲスト：立川談志
（NHK放送日：1983 年7月7日）

午前10時 ◆再放送 11/12（土）午後5時 ほか

毎回、歌謡界を代表する名歌手が登場！歌唱ステー
ジを繰り広げるほか、知られざるエピソードを自らの
語りや対談で伝えるヒューマンショー。10歳にして民
謡一座の座長を務め、昭和30年代には日本中を魅了
した三橋美智也。しかしその歌手人生は決して順風満
帆はものではなかった・・・。三橋演歌の神髄をたっぷ
りと聞きながら、三橋本人の本音に迫る。

ⒸNHK

デビュー３０周年記念コンサートを独占放送！ 

この人 三橋美智也ショー
民謡の心を演歌にこめて ふるさと歌って40年

ニッポン放送とタッグを組んで毎週お届けする「演歌・
歌謡曲」ライブ番組！中山秀征が旬なゲストを招いて、
公開収録ならではの臨場感でお送りします。

11/2（水）   #235  五木ひろし／野口五郎
11/9（水）   #236  田川寿美／白川ゆう子／エドアルド
11/16（水）   #237  田川寿美／松阪ゆうき／エドアルド
11/23（水・祝）  #238  水森かおり／北野まち子／工藤あやの
11/30（水）   #239  水森かおり／白木裕子／工藤あやの

MC：中山秀征
毎週水曜  午後6時

11/5（土）  #283  小林旭／堀内孝雄／麻生詩織
（テレビ東京放送日：1994年2月13日）

11/12（土） #284  中条きよし／吉幾三／日野美歌
（テレビ東京放送日：1994年2月20日）

11/19（土） #285  八代亜紀／高山厳／香西かおり／古都清乃
（テレビ東京放送日：1994年2月27日）

11/26（土） #286  森進一／川中美幸／城之内早苗
（テレビ東京放送日：1994年3月13日）

人気演歌歌手が熱唱します。来宮良子の語りと共に送
られる名曲の数々は、心に染み入ること間違いなしです。

毎週土曜  午後2時

氷川きよしとグッチ裕三が各界で活躍する第一人者や
話題の人物をゲストに迎え、楽しいトークと歌を繰り
広げるバラエティショーをお届けします。

毎週木曜  午前10時、午後6時

ⒸNHK

Ⓒ NHK

11/3（木・祝） #8  和田アキ子（NHK放送日：2005年11月14日）
11/10（木） #9  萩本欽一（NHK放送：2005年11月28日）
11/17（木） #10  由紀さおり（NHK放送：2006年1月30日）

ⒸNHK

70～80年代、深夜ラジオから流れてくる音楽を
聴いていた、あの頃の若者たちに向けて・・・

デーモン閣下 #111/23（水・祝） デーモン閣下 #111/23（水・祝）

Chage #111/9（水） Chage #1Chage #111/9

新番組



2016

11
[  番組表  ]

月
7・14・21・28

火
1・8・15・22・29

水
2・9・16・23・30

木
3・10・17・24

金
4・11・18・25

 土
5・12・19・26

 日
6・13・20・27

6
歌謡最前線 わが心の演歌 三沢あけみのお茶会・歌謡界 Jソングアワー 歌う！セールスマン

政経マネジメント塾
とちぎ発！旅好き！

ベストヒット演歌 バリはやッ！⑦氷川きよし ⑭中村美律子
㉑橋幸夫 ㉘キム・ヨンジャ

①五木ひろし ⑧水森かおり 
⑮北島三郎 ㉒坂本冬美 ㉙山内惠介

②長山洋子 ⑨細川たかし ⑯香西かおり 
㉓氷川きよし ㉚中村美律子

③橋幸夫 ⑩キム・ヨンジャ
⑰五木ひろし ㉔水森かおり

④坂本冬美 ⑪山内惠介
⑱長山洋子 ㉕細川たかし 山日和

7 オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

演歌売れ筋
ランキング

カラオケ演歌
カウントダウン100

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

きらり九州めぐり逢い
※㉖にっぽん！産直グルメの旅

懐メロ♪ ドライブミュージック
～マリンロード編～

8
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～

特選！ ヒット演歌

9 インフォメーション
日本のこころ　ふるさとの歌

10
 

NHK 歌謡コンサート
※⑦大鵬薬品スペシャル
「演歌男子。３」
10:30～ 車で旅する歌謡曲

煌く日本の歌手
～わが心の演歌～

※⑧㉒この人 
三橋美智也ショー

中山秀征の
有楽町で

逢いまＳＨＯＷ
 

きよしとこの夜
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～ 演歌売れ筋

ランキング

ベストヒット演歌
山内惠介

ベストヒット演歌
中村美律子インフォメーション インフォメーション

11 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～

特選！ ヒット演歌
中山秀征の
有楽町で

逢いまＳＨＯＷ

④⑪インフォメーション
⑱㉕煌く日本の歌手～わが心の演歌～ 中山秀征の有楽町で

逢いまＳＨＯＷ
車で旅する歌謡曲 インフォメーション

12
ベストヒット演歌 ＵＳＥＮ 演歌

ランキングトップ２０
※㉖山内惠介

コンサート2016 
～ひたむきに、あなたに届け“歌力”～
1:30～ 60年代 僕たちの青春ソングス

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

⑦山内惠介 ⑭長山洋子
㉑細川たかし ㉘香西かおり

①水森かおり ⑧中村美律子
⑮橋幸夫 ㉒キム・ヨンジャ ㉙五木ひろし

②細川たかし ⑨北島三郎
⑯坂本冬美 ㉓山内惠介 ㉚長山洋子

④キム・ヨンジャ ⑪五木ひろし
⑱水森かおり ㉕北島三郎

インフォメーション

1
わが心の演歌

車で旅する歌謡曲

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
※⑯中村美律子

デビュー３０周年記念
コンサート

～笑顔の先に～

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０

演歌の花道 想い出ナンバー
TOP10 

～テーマ別 名曲ライブラリー～
※⑥藤井隆の胸キュン！
アイドル天国 ( ～ 8:00)

ベストヒット演歌
⑤香西かおり ⑫長山洋子

⑲橋幸夫 ㉖坂本冬美

3
中山秀征の
有楽町で

逢いまＳＨＯＷ

しゃべくりDJ Chageの
ミュージックアワー！

※㉗しゃべくりDJ デーモン閣下のミュージックアワー！

なぎらＴＶあの時代を語れ！
インフォメーション

4
煌く日本の歌手～わが心の演歌～ 車で旅する歌謡曲 クロスカヴァー・

ソングショー

インフォメーション

5
ベストヒット演歌 ⑤⑲煌く日本の歌手

～わが心の演歌～
⑫㉖この人 
三橋美智也ショー

水道橋博士の
８０年代伝説⑦香西かおり ⑭氷川きよし

㉑中村美律子 ㉘橋幸夫
①氷川きよし ⑧五木ひろし
⑮水森かおり ㉒北島三郎 ㉙坂本冬美

②水森かおり ⑨長山洋子 ⑯細川たかし
㉓香西かおり ㉚氷川きよし

③細川たかし ⑩橋幸夫
⑰キム・ヨンジャ ㉔五木ひろし

④北島三郎 ⑪坂本冬美
⑱山内惠介 ㉕長山洋子

演歌の花道 フォークの風景

6
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～

 
NHK歌謡コンサート

中山秀征の
有楽町で

逢いまＳＨＯＷ
 

きよしとこの夜

60年代 僕たちの青春ソングス
※④大鵬薬品スペシャル「演歌男子。３」

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０

うた紀行
～懐かしい歌 彩る情景～インフォメーション

7
中山秀征の
有楽町で

逢いまＳＨＯＷ ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０

オリコン
演歌＆歌謡トップ20

※㉚山内惠介
コンサート2016 

～ひたむきに、あなたに届け“歌力”～
8:30～ 60年代 僕たちの青春ソングス

演歌売れ筋
ランキング

時代を映す
名曲アルバム

8 特選！ ヒット演歌
中山秀征の有楽町で

逢いまＳＨＯＷ ⑤⑲コロッケ芸能生活
35 周年記念コンサート
⑫㉖中村美律子 デビュー
３０周年記念コンサート
～笑顔の先に～

カラオケ
演歌カウントダウン100

インフォメーション

9 60年代 僕たちの青春ソングス
僕たちの青春ソングス

10
水道橋博士の
８０年代伝説 70's80's JUKEBOX 

～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

②野口五郎の改札口の伝言板 総集編
⑨⑯しゃべくりDJ Chageのミュージックアワー！
㉓しゃべくりDJ デーモン閣下のミュージックアワー！
㉚Age Free Music ～カラオケ名曲辞典～

クロスカヴァー・
ソングショー

なぎらＴＶ 
あの時代を語れ！

 
NHK 歌謡コンサート
※⑤大鵬薬品スペシャル
「演歌男子。３」

10:30～ ベストヒット演歌 五木ひろし

レッツゴーヤング⑦野口五郎の改札口の伝言板 総集編
⑭㉑しゃべくりDJ Chageの
ミュージックアワー！
㉘しゃべくりDJ デーモン閣下のミュージックアワー！

懐メロ♪ ドライブミュージック
～北海道編～

水道橋博士の
８０年代伝説

Age Free Music
～カラオケ名曲辞典～

11 70's80's JUKEBOX 
～私たちが選ぶこの10曲～

70's80's JUKEBOXシリーズ 
Ｂ面コレクション

想い出ナンバーTOP10
～テーマ別 名曲ライブラリー～

70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

80年代 女性アイドル
ソング・ベスト１００ ＤＡＭ

演歌カラオケ
新曲ベストテン

80年代 女性アイドル
ソング・ベスト１００

0 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～ 70's 80's JUKEBOX 
～私たちが選ぶこの10曲～

70's 80's JUKEBOX ～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

1 時代を映す名曲アルバム 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～ ぐっ！ジョブ～九州ゲンキ主義経済～

若っ人ランド
政経マネジメント塾
※⑨㉓たけおの鹿児島全力たび

カラオケチャンネル 郷土劇場

2
ハワイ・ローカルトーク

新・鉄路の旅 わが心の演歌 僕たちの青春ソングスvirtual trip
山日和 さつま狂句 さつま狂句

インフォメーション

演歌＆歌謡
ランキングアワー お茶の間アワー

懐かし
プレミアムアワー

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。
※停波 11/29 深夜0時～11/30 あさ6時　スカパープレミアム（H.264）

 NHKタイム

※③
4時間
ぜ～んぶ
山内惠介！
12:00 ～
山内惠介
10周年記念
コンサート
1:30 ～
山内惠介
デビュー
15周年記念
リサイタル
3:00 ～ 
山内惠介
ファンクラブ
限定LIVE

『惠音楽会
SCENE15』 

⑩香西かおり 
⑰氷川きよし
㉔中村美律子

カラオケ
演歌

カウント
ダウン
100

PHS・IP電話のお客様は、
03-3372-7000
受付時間：午前9時～午後6時

（土日・祝 午前9時～午後5時）

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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