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2016年のヒット曲がすべてわかる！ 

演歌ランキング番組
年間スペシャル

12/28（水）～31（土）  午前10時
Part 1 12/4（日）よる9時  Part 2 12/25（日）よる9時

松本伊代 ●堀ちえみ ●早見優

80年代アイドル
   女子会スペシャル



MC：クリス松村

12/4（日）  #43  松田聖子／近藤真彦／堀ちえみほか
  （NHK放送日：1982年7月4日）

12/11（日） #30  中森明菜／嶋大輔／菊池桃子ほか
  （NHK放送日：1984年11月4日）

12/18（日） #45  シブがき隊／中森明菜／堀ちえみほか
  （NHK放送日：1983年5月15日）

12/25（日） #4  中森明菜／松田聖子／少年隊ほか
  （NHK放送日：1983年7月17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  深夜0時

昭和歌謡専門のレコード店を舞台に、MC クリス松村が
毎回ゲストと共に1970年～80年代の懐かしい名曲を
レコードを聴きながら語りつくすトークバラエティ番組。

#8 松本伊代
よる10時12/4（日）

#10 南野陽子
よる10時12/25（日）

- 12月の特別編成-
毎週日曜よる8時から 80年代女性アイドル大集合！！

日本の芸能史において、80年代はアイドル黄金期と呼ばれ、
多くのスターが誕生しました。
そのど真ん中を駆け抜けた“花の82年組”の
松本伊代、堀ちえみ、早見優が一堂に会し女子会を開催。
公私ともに今でも仲の良い3人が懐かしい映像を見ながら、
当時の思い出や裏話、憧れの先輩や
現在のアイドルシーンについても、赤裸々に語り合います。
♪センチメンタル·ジャーニー ♪リ·ボ·ン ♪夏色のナンシー ほか

女子会スペシャルで久しぶりに集った「花の82年組」を大特集! 松本伊代は1983年1月東京·中
野サンプラザ「ファンタスティック·コンサート」、 堀ちえみは1983年8月東京·よみうりランドEAST
「ちえみライブ」、 早見優は1984年5月浜松市民会館「HAPPY SIGN LIVE!1984」よりダイジェ
ストでお送りします。デビュー直後の3人のきらめくライヴは必見です。
さらに、 84年デビュー組から元祖「歌って踊れるアイドル」の荻野目ちゃんをピックアップ!
1989年1月に日本武道館で行われた「VERGE OF LOVE」のライヴ映像をお届け。
「ダンシング·ヒーロー」「六本木純情派」「湾岸太陽族」ほか全19曲をたっぷりとお楽しみください。

毎週日曜  
よる10時半

松田聖子 ベスト20
12/4（日）

小泉今日子 ベスト20
12/18（日）

中森明菜 ベスト20
12/11（日）

中山美穂 ベスト20
12/25（日）

女性アイドルソング
80年代80年代

ⒸNHK

KAYOUPOPS
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ⒸNHK

毎週日曜  
よる8時

音楽雑誌「レコード・コレクターズ」で
話題となった「日本の女性アイドルソ
ング・ベスト100」から80年代のヒッ
トソングをカウントダウンでご紹介。

12/4（日）  #1

12/11（日） #2  
12/18（日） #3 

12/25（日） #4  

ゴールデンライヴシリーズ
80年代に人気を博したアイドルのライヴ映像を厳選してお届け！

松本伊代 ●堀ちえみ ●早見優

80年代アイドル
   女子会スペシャル

Part 2 12/25（日）よる9時Part 1 12/4（日）よる9時

松本伊代・堀ちえみ・早見優
よる9時12/11（日）

荻野目洋子
よる9時12/18（日）



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。

音楽好きなら必ず聞いたことがある往年のラジオ番組を彷彿
とさせるようなテイストをテレビ番組で再現。毎回テーマを決
め、70～80年代音楽をMC独自の視点でしゃべくり倒します。

毎週水曜  よる10時

第2・4月曜  午後6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。

12/12（月）
#103  三船和子

12/26（月）
#104  2016 年 総集編①

MC：宮本隆治 

12/13（火）
菅原洋一  司会：金子辰雄アナウンサー
ゲスト：大空眞弓、神津善行
（NHK放送日：1984年11月22日）

午前10時 ◆再放送 12/17（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。
菅原洋一といえば、愛の歌。大
ヒット曲「知りたくないの」以来
愛の喜び・哀しみを歌う歌手と
して知られてきた。愛の歌ひと
すじに生きる菅原洋一を支え
た人 と々のエピソードトークを
通して、彼の歌が何故人の心
に響くのかを見出していく。

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。

12/7（水）   #240  マルシア／北山みつき／UNIONE
12/14（水）   #241  マルシア／ささきいさお／UNIONE
12/21（水）   #242  アントニオ古賀／大川栄策
12/28（水）   #243  アントニオ古賀／多岐川舞子

MC：中山秀征

毎週水曜  午後6時

Ⓒ TV TOKYO

12/3（土）  #287  石川さゆり／小林幸子／山本譲二
（テレビ東京放送日：1994年3月13日）

12/10（土）  #288  中村美律子／長山洋子／西尾夕紀／三笠優子
（テレビ東京放送日：1994年3月27日）

12/17（土）  #289  細川たかし／大月みやこ／鳥羽一郎／青木美保
（テレビ東京放送日：1994年4月3日）

12/24（土）  #290  伍代夏子／堀内孝雄／マルシア
（テレビ東京放送日：1994年4月24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。

ⒸNHK

12/1（木）  午前10時 #10  由紀さおり
（NHK放送：2006年1月30日）

12/8（木）  午後6時 #17  志村けん
（NHK放送：2005年3月28日）

12/15（木） 午後6時 #18  美川憲一 
（NHK放送：2005年4月11日）

演歌・歌謡曲情報バラエティ

ⒸNHK

この人 菅原洋一ショー
わが夢を 支えてくれし 人在りき

演歌ランキング番組 年間スペシャル
12/28（水） 午前10時～ひる0時  2時間
演歌売れ筋ランキング 
2016年間トップ30

12/29（木） 午前10時～ひる0時  2時間
USEN演歌ランキング
2016年間トップ20

12/30（金） 午前10時～午後4時  6時間
DAM演歌2016 
カラオケ新曲年間ベスト30

12/31（土） 午前10時～午後6時 8時間
オリコン演歌＆歌謡スペシャル
2016年間トップ100

2016年のヒット曲がすべてわかる！ 

デーモン閣下 #2
1988年のアイドルヒットナンバー

12/28（水）

Chage #2
1982年のアイドルヒットナンバー

12/14（水）
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12
[  番組表  ]

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。

 NHKタイム

月
5・12・19・26

火
6・13・20・27

水
7・14・21・28

木
1・8・15・22・29

金
2・9・16・23・30

 土
3・10・17・24・31

 日
4・11・18・25

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
※㉛にっぽん！産直グルメの旅

とちぎ発！旅好き！
ベストヒット演歌 バリはやッ！⑤橋幸夫 ⑫キム・ヨンジャ

⑲五木ひろし ㉖水森かおり
⑥坂本冬美 ⑬山内惠介
⑳長山洋子 ㉗細川たかし

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前川清 ㉒坂本冬美 ㉙山内惠介

②長山洋子 ⑨細川たかし
⑯伍代夏子 ㉓氷川きよし ㉚中村美律子 インフォメーション

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 懐メロ♪ ドライブミュージック
～マリンロード編～

インフォメーション

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～
※㉛中山秀征の有楽町で逢いまＳＨＯＷ

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
※⑤⑫ (～11:00)

⑥⑳煌く日本の歌手
～わが心の演歌～
⑬㉗この人 
菅原洋一ショー

中山秀征の有楽町で
逢いまＳＨＯＷ

※㉘演歌売れ筋ランキング
2016年間トップ30
 (～12:00)

 きよしとこの夜
※㉙USEN演歌ランキング
2016年間トップ20
 (～12:00)

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～
※㉚ DAM演歌2016 
カラオケ新曲年間ベスト30 

(～4:00)

演歌売れ筋
ランキング

※㉛オリコン演歌＆歌謡
スペシャル2016
年間トップ100
 (～6:00)

ベストヒット演歌
前川清

ベストヒット演歌
伍代夏子インフォメーション 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

②⑨煌く日本の歌手～わが心の演歌～
⑯㉓インフォメーション 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

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

⑤氷川きよし ⑫中村美律子
⑲橋幸夫 ㉖キム・ヨンジャ

⑥水森かおり ⑬前川清
⑳坂本冬美 ㉗山内惠介

⑦細川たかし ⑭伍代夏子
㉑氷川きよし ㉘中村美律子

①橋幸夫 ⑧キム・ヨンジャ
⑮五木ひろし㉒水森かおり ㉙前川清

②坂本冬美 ⑨山内惠介
⑯長山洋子 ㉓細川たかし

インフォメーション

1
わが心の演歌 ※㉙中山秀征の有楽町で逢いまＳＨＯＷ (～1:45)
車で旅する歌謡曲 ※㉙1:45～ 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

カラオケ演歌
カウントダウン

100

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～
ベストヒット演歌

③氷川きよし ⑩水森かおり
⑰細川たかし ㉔キム・ヨンジャ

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！
※④Age Free Music ～カラオケ名曲辞典～
※⑪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！
※⑱Age Free Music
～カラオケ名曲辞典～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 煌く日本の歌手

～わが心の演歌～
※⑰この人 
菅原洋一ショー

水道橋博士の
８０年代伝説⑤キム・ヨンジャ ⑫五木ひろし

⑲水森かおり ㉖前川清
⑥山内惠介 ⑬長山洋子
⑳細川たかし ㉗伍代夏子

⑦中村美律子 ⑭橋幸夫
㉑キム・ヨンジャ ㉘五木ひろし

①水森かおり ⑧前川清
⑮坂本冬美 ㉒山内惠介 ㉙長山洋子

②細川たかし ⑨伍代夏子
⑯氷川きよし ㉓中村美律子 ㉚橋幸夫

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
※㉗中山秀征の

有楽町で逢いまＳＨＯＷ
中山秀征の
有楽町で

逢いまＳＨＯＷ

 きよしとこの夜
※㉙あなたの街に
聞きに幾三!!

～心で歌うのど自慢～

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

※㉛カラオケ演歌
カウントダウン100

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

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

③原田悠里25周年コンサート
⑩北山たけし1stコンサート
9:30～ 演歌カラオケ大全集
⑰伍代夏子20周年コンサート
㉔渥美二郎30周年コンサート
㉛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～ (～3:00)

80年代 女性アイドル
ソング・ベスト１００

インフォメーション
松本伊代・堀ちえみ・早見優 
80年代アイドル女子会スペシャル
※⑪ゴールデンLIVE 松本・堀・早見 (～10:30)
※⑱ゴールデンLIVE 荻野目洋子 (～10:30)9 60年代 僕たちの青春ソングス

①～⑯ Age Free Music ～心に響く大人の音楽～　 ⑲～㉚懐メロ♪ ドライブミュージック ～北海道編～

10
水道橋博士の８０年代伝説

※㉖Age Free Music
～カラオケ名曲辞典～ 70's80's JUKEBOX 

～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

⑦㉘しゃべくりDJ デーモン閣下の
 ミュージックアワー！
⑭㉑しゃべくりDJ Chageの 
ミュージックアワー！

クロスカヴァー・
ソングショー

 なぎらＴＶ あの時代を語れ！
 ※⑯Age Free Music Concert Vol.1(～11：30)
 ※㉚レッツゴーヤング (～11:00)  

NHK歌謡コンサート

クリス松村の
注文の多いレコード店

しゃべくりDJ Chageのミュージックアワー！
※⑤Age Free Music ～カラオケ名曲辞典～
※⑫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
～北関東編～

※⑦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

※㉙僕たちの青春ソングス

Age Free Music
～カラオケ名曲辞典～

80年代 
女性アイドルソング
     ④松田聖子 ベスト20
     ⑪中森明菜 ベスト20
     ⑱小泉今日子 ベスト20
     ㉕中山美穂 ベスト2011 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～
※㉘70's80's JUKEBOXシリーズ　

野球選手の歌

70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

あなたが選ぶ 女性アイドルソング・
ベスト１００
※⑯11:30～ Age Free Music
～カラオケ名曲辞典～

ＤＡＭ
演歌カラオケ
新曲ベストテン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～ レッツゴーヤング ※㉕ (～0:45)

0:45～ 70's80's JUKEBOX
 ～カテゴリ別 名曲プレイリスト～ (～1:45)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～
※㉕ 1:45 ～ Age Free Music ～カラオケ名曲辞典～

 ぐっ！ジョブ～九州ゲンキ主義経済～
若っ人ランド

⑦㉑政経マネジメント塾Digest
⑭㉘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OKINAWA MONDE W・ALKER さつま狂句 インフォメーション さつま狂句※㉚インフォメーション
インフォメーション

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


