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演歌人気番組＆コンサートを一挙放送!!

杉良太郎
1/23（月）  午後6時

『宮本隆治の
 歌謡ポップス☆一番星』

1/14（土）  よる8時

山川豊
デビュー35周年
記念コンサート
独占放送！
1/21（土）  午後5時

山内惠介
活動日記2016
“感謝”と“笑顔”

未公開映像＆
オフショット満載！

お正月も
演歌三昧!
お正月も
演歌三昧!



-今度の新曲､｢ひとり旅｣は杉さん
ご自身の作詞ということですが､ 杉さ
んにとって ｢ひとり旅｣ とは ?
「ひとり旅に出ると自分探しが出来ま
すよね。そういう機会を作ることで自
分が何者かと振り返ることが出来ま
すね。大勢で行くと周りの人や友達に
気を遣って、観たい景色もゆっくり眺
められなかったりと、人に合わせるこ
とも多いですよね。まぁ、それも楽し
いんですけど。でもやはり、ひとり旅
にはひとりだからこその醍醐味がある
んじゃないかなと思いますね。以前、
ひとりで北陸を旅した時に、新潟から
列車に乗って荒れ狂う海を恐ろしい
なぁと思いながら眺めていたんですが、
その時にも詩が思い浮かんだりしま
したね。」
-2017年の歌手活動の抱負をお聞
かせください｡
「歌手活動というほどヒット曲がない
からね。大事に歌わないと。
この歳になって思うのはヒット曲だか
らとか、売れなかったからとかは別と

して、一生懸命歌うというのが大事だ
なぁと。『一生懸命っていうのはどうい
う事だろう。』 と考えて、一曲一曲に
込める気持ちがここ2年位で変わって
きたんですね。今は歌いながら伝えよ
うとしている自分がいるのですが、以
前はなかったんです。詩の意味がはっ
きりわかって説得力があって、その一
曲の中にドラマを観た、聴いた、とい
う気持ちになってもらえるよう、一生
懸命に歌いたいと思います。」
-やはり歌を大切に歌うと、それが
お客様にも伝わりますか。
「お客様ってものすごく敏感で、適当
に歌っていたり、いい気になっていた
りするとわかるんですよね。ラスベガ
スに行った時にディナーショーをやっ
ているアメリカ人の歌手がいたんです
が、300人位の小さな劇場に50人位
しか入っていない。それでも彼は一生
懸命歌うんです。それには感動しまし
たね。これこそプロだ。
『人数で歌っているんじゃない』って勉
強させられましたね。」

杉良太郎
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「一曲の中にドラマを観た、聴いた、
  という気持ちになってもらえるよう
  一生懸命に歌いたいと思います。」

大新年会、開催！！
歌謡ポップスチャンネルの開局20周年を記念して、歴代番組ＭＣが集結する
大新年会を開催！ 1月2日放送の第一部では蔵出し映像とともにチャンネルの
２０年の歴史を振り返り、1月3日放送の第二部では「演歌・歌謡曲のこれから」に
ついての大討論会を実施。また番組から視聴者の皆様に素敵なプレゼントも！

【出演】 野口五郎／なぎら健壱／クリス松村  
【ゲスト】 水森かおり

開局20周年記念 
歌謡ポップスチャンネル大新年会
1/2（月）、 3（火）午後2時

1/9（月・祝） #105  2016年 総集編②
1/23（月） #106  杉良太郎

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をす
る他、演歌・歌謡曲に関する魅力あ
るコーナーや情報をお届けします。

Interview

第2・第4 月曜  午後6時

【司会】 宮本隆治

開局20周年記念 歴代番組MCが
集結！



人気番組を一挙放送。正月三が日は演歌三昧！！

元日は豪華演歌コンサート3本立て！特別
編成

第十七回・長良グループ
夜桜演歌まつり

演歌男子。
フェスティバル2016

1/1（日） 午後2時 1/1（日） 午後6時

2016年4月に東京・葛飾区で開催された「第
17回・長良グループ 夜桜演歌まつり」の模様を
お届けします。「夜桜演歌まつり」ならではの豪
華出演者たちによる特別なステージを、是非ご
覧ください！

2016年8月3日（水）、東京・昭和女子大学人
見記念講堂にて開催した“演歌・歌謡界の夏
フェス” 「演歌男子。フェスティバル2016」の模
様を放送します。
生バンド演奏で迫力あるパフォーマンスはもち
ろん、「演歌男子。」ならではのコラボ歌唱やお
楽しみコーナーなど盛りだくさん！舞台裏の貴
重映像も交えた120分のスペシャル特番です。

【出演】 山川豊、 藤野とし恵
 田川寿美、 水森かおり
 氷川きよし他

【ゲスト】 中村玉緒、 ささきいさお、
 山本リンダ、 グッチ裕三
【司会】 西寄ひがし

【出演】 松原健之、 ジェロ、 純烈
 はやぶさ、 パク・ジュニョン 
 川上大輔
【スペシャルゲスト】 花園直道（スーパー日舞）

1/1（日） 午後4時

『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～』のコンサート特番第2弾！ 
細川たかし、堀内孝雄、鳥羽一郎、角川博といった
演歌界の“ちょいワルおやじ”たちが集結！
全員60歳オーバー！今なお第一線で活躍を続け
る演歌界のベテランおやじ歌手の圧巻の歌唱シー
ンと大爆笑のぶっちゃけトークをお届けします！

【出演】 細川たかし、 堀内孝雄
 鳥羽一郎、 角川博、 門倉有希
【MC】 宮本隆治   【アシスタント】吉木りさ

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星
コンサート2016
～演歌ちょいワルおやじスペシャル～

NHK歌謡コンサート
（8話連続放送）

1/1（日） 午前8時～午後2時

（6話連続放送）

この人 三波春夫・村田英雄ショー
この人 藤山一郎ショー
この人 淡谷のり子ショー
この人 春日八郎ショー 
この人 三橋美智也ショー
この人 菅原洋一ショー

1/3（火） 午前8時～午後2時

1993年の放送開始から20年以上に
わたり放送された人気番組を一挙放送！

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。

ⒸNHK

ⒸNHK

Ⓒテレビ東京

演歌の花道
1/2（月） 午前8時～午後2時

毎回季節や場所、感情など1つのテーマを取り上げ、
それに関連した名曲を人気演歌歌手が熱唱します。

（12話連続放送）



感謝、そして新たな始まり

2016年11月3日(木·祝)に東京·よみうり㋭ー㋸で行われた
「山川豊デビュー35周年記念㋙ン㋚ー㋣」を独占放送!
デビュー曲である「函館本線」のほか、「㋐㋱㋷㋕橋」、「ときめき㋻㋸㋡」など
数々の㋪ッ㋣曲をはじめ、「for you…」など名曲の㋕バーも
たっぷり披露します。 また、本人㋑ン㋟ビューとともに、
㋷㋩ー㋚㋸や楽屋裏の様子などの貴重映像もお届け。
山川に影響を与えた歌手、実兄の鳥羽一郎や
五木ひろしへの㋑ン㋟ビューも必見です!

1/14（土）  よる8時  ◆再放送 1/28（土） よる8時

独占放送決定！
デビュー35周年
記念コンサート

山川豊

2015年に念願の紅白歌合戦に初出場を果たした山内惠介。
㋫ァンやまわりの応援で夢が叶ったという山内は、2016年は“感謝”を込めて、
応援してくれる方々を歌で“笑顔”にする事を目標に掲げて活動してきました。
歌謡ポップ㋜㋠ャン㋧㋸は、そんな彼に1年間にわたる密着取材を敢行!
撮りためた未公開の㋔㋫㋛ョッ㋣映像満載の㋔㋷ジ㋤㋸ド㋖ュ㋱ン㋣番組としてお届けします。

1/21（土）  午後5時  ◆再放送 1/30（月） 午前10時半

  山内惠介活動日記２０１６“感謝”と“笑顔”
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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。

1/8（日）  #30  中森明菜／嶋大輔／菊池桃子ほか
  （NHK放送：1984年11月4日）

1/15（日）  #35  太田裕美／榊原郁恵／野口五郎ほか
  （NHK放送：1981年12月6日）

1/22（日）  #37  西城秀樹／河合奈保子／田原俊彦ほか
  （NHK放送：1981年9月13日）

1/29（日）  #6  シブがき隊／松本伊代／オレンジシスターズほか
  （NHK放送：1984年7月1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

MC：中山秀征

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。

毎週水曜  午後6時

1/4（水）   #244  【新春特集】名曲大事典スペシャル
1/11（水）  #245  角川博／島津悦子／大江裕
1/18（水）  #246  角川博／さわち美欧／大江裕
1/25（水）  #247  三船和子／三条ひろみ／津吹みゆ

北島三郎  
司会：吉川精一アナウンサー／森光子
ゲスト：加藤登紀子
電話出演：船村徹／仲代達矢
（NHK放送日：1984年2月2日）

1/10（火）午前10時 ◆再放送 1/14（土）午後5時ほか

この人 
北島三郎ショー

涙しぶきの荒海を
越えて男の明日がある

カーステレオで聴いていた当時の懐かしい70～80年
代の音楽とともに、日本各地の絶景の道を楽しむ新感
覚ドライブ音楽番組。今回は、懐かしの名車をピック
アップ!! 憧れの「ダットサンフェアレディZ240」や
「ＧＴ－Ｒ」（ケンメリ仕様）に乗って、箱根・伊豆の絶景
スカイラインを名曲とともに疾走します。クルマ好きに
は必見のラインナップでお届け。

毎週水曜  よる10時30分1月は、2016年
に活躍し紅白出
場を決めた演歌
歌手を紅白に分
けて特集します。
それぞれのヒット
曲をミュージック
ビデオでご紹介
します。

ⒸNHK

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。
演歌ひとすじの男・北島三郎の魅力に迫る。陰で
支え続けた奥様がサプライズ登場。夫婦の絆で
結ばれた歌「なみだ船」を熱唱。また、北島の大
ファンという加藤登紀子は、「時代おくれの酒場」
を捧げるほか、二人で「与作」のデュエットも！

～箱根・伊豆編～

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。

第2・第4 水曜  よる10時

デーモン閣下 #3
1978年のヒットナンバー

1/25（水）

Chage #3
1972年のヒットナンバー

1/11（水）

ⒸNHK

1/8（日）
#236  紅白出場歌手特集（紅組）
1/8（日）  

#237  紅白出場歌手特集（白組）

午前10時

午前10時30分

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

1/12（木）  午前10時 #18  美川憲一
（NHK放送：2005年4月11日）

1/19（木）  午前10時 #19  武田鉄矢
（NHK放送：2005年4月18日）

1/26（木）  午後6時 #20  コロッケ 
（NHK放送：2005年6月6日）

1/3（火）   #90  映画のうた（アイドル映画70's）
1/10（火）   #91  映画のうた（アイドル映画80's -1）
1/17（火）   #92  映画のうた（アイドル映画80's -2）
1/24（火）   #93  映画のうた（アイドル映画80's -3）
1/31（火）   #94  映画のうた（アイドル映画80's -4）

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



2017

1
[  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。
1/16 深夜1:00 〜翌7:00 全停波
1/23 深夜3:00 〜深夜4:00 スカパー（CS110）

 NHKタイム

月
2・9・16・23・30

火
3・10・17・24・31

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 わが心の演歌※③中山秀征の有楽町で

逢いまＳＨＯＷ (〜7:00) ※⑰〜7:00放送休止 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

（28年度）

バリはやッ！
※⑧㉙ナンデモ特命係 発見らくちゃく！

ベストヒット演歌 ①⑮㉙ 世界ローカルナビ 6:35〜 いわ
さき白露シニアゴルフ ⑧㉒いわさき白露
シニアゴルフ6:40〜 世界ローカルナビ⑩細川たかし ㉔水森かおり

㉛前川清
④前川清 ⑪キム・ヨンジャ
⑱伍代夏子 ㉕細川たかし

⑤伍代夏子 ⑫山内惠介 ⑲紅白出場
歌手特集（紅組） ㉖キム・ヨンジャ

⑥氷川きよし ⑬中村美律子 ⑳紅白
出場歌手特集（白組） ㉗山内惠介 インフォメーション

7 オリコン
演歌＆歌謡トップ20
※②8:00〜演歌の花道
 (〜2:00) ※⑨オリコン演歌
＆歌謡スペシャル2016 
年間トップ100 (〜3:00)

演歌売れ筋
ランキング

※③煌く日本の歌手〜わが
心の演歌〜 8:00〜 この人 
三波春夫・村田英雄ショー
※⑩演歌売れ筋ランキング
2016 年間トップ30

カラオケ演歌
カウントダウン

100

DAM演歌
2016 

カラオケ新曲
年間ベスト30

※㉖ 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
※⑥USEN演歌ランキング

2016 年間トップ20

若っ人ランド 懐メロ♪ ドライブミュージック
〜マリンロード編〜

※①煌く日本の歌手〜わが心の演歌〜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〜

特選！ ヒット演歌
※①NHK歌謡コンサート (〜2:00)

9 インフォメーション ※③この人 藤山一郎ショー (〜10:00)
日本のこころ　ふるさとの歌

10
演歌男子。３ ③この人 淡谷のり子

⑩㉔この人 北島三郎
⑰㉛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
 

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
※⑦演歌売れ筋ランキング

2016 年間トップ30

ベストヒット演歌
紅白出場歌手特集（紅組）

インフォメーション
※㉚山内惠介活動日記
2016“感謝”と“笑顔”

ベストヒット演歌
紅白出場歌手特集（白組）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〜
※③この人 春日八郎ショー

特選！ ヒット演歌
中山秀征の
有楽町で

逢いまＳＨＯＷ

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

※⑧オリコン演歌＆歌謡
スペシャル 2016 
年間トップ 100

⑯㉚伍代夏子 ㉓細川たかし ④伍代夏子 ⑪㉕山内惠介
⑱紅白出場歌手特集（白組）

⑤⑲氷川きよし 
⑫㉖中村美律子

⑥⑳水森かおり
⑬㉗前川清

インフォメーション

1
わが心の演歌 ※③この人 菅原洋一ショー (〜2:00)

車で旅する歌謡曲 ※⑪⑱㉕インフォメーション

2
オリコン

演歌＆歌謡
トップ20

※②20周年記念歌謡ポップス
チャンネル大新年会 第一部
3:00〜 みんなの県民ＳＯＮＧ！
〜愛媛うた旅情編〜
※⑨ 3:00 〜 オリコン演歌
＆歌謡トップ20 (〜5:00)

演歌売れ筋
ランキング

※③20周年記念歌謡ポップス
チャンネル大新年会 第二部
3:00〜 演歌男子。が歌う 
昭和ヒット歌謡ベスト30
 (〜5:00)

DAM演歌
2016 

カラオケ新曲
年間ベスト30

※㉕ 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 70's80's JUKEBOX 
〜カテゴリ別 名曲プレイリスト〜

※①第十七回・長良グループ　
夜桜演歌まつり (〜4:00)

⑦⑭インフォメーション
㉑㉘演歌男子。３

3
中山秀征の
有楽町で

逢いまＳＨＯＷ

⑧㉙しゃべくりDJ デーモン閣下の 
ミュージックアワー！⑮㉒しゃべくり
DJ Chageの ミュージックアワー！

クリス松村の
注文の多いレコード店インフォメーション

4
煌く日本の歌手〜わが心の演歌〜

※②あなたの街に聞きに幾三!!〜心で歌うのど自慢〜 (〜5:00)
車で旅する歌謡曲

クロスカヴァー・ソングショー
※①宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星
コンサート2016( 〜6:00)
※㉙懐メロ♪ ドライブ〜箱根・伊豆編〜

インフォメーション

5
ベストヒット演歌 この人 北島三郎ショー

※⑦煌く日本の歌手〜わが心の演歌〜
※㉑山内惠介活動日記
2016 “感謝”と“笑顔”
5:30〜 ベストヒット演歌 山内惠介

懐メロ♪ ドライブミュージック
〜箱根・伊豆編〜

※㉙クロスカヴァー・ソングショー ( 〜6:00)
②⑯㉚氷川きよし
⑨㉓中村美律子

③⑰㉛水森かおり
⑩㉔前川清

④⑱細川たかし
⑪㉕伍代夏子

⑤⑲キム・ヨンジャ
⑫㉖紅白出場歌手特集（紅組）

⑥⑳山内惠介
⑬㉗紅白出場歌手特集（白組）

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 オリコン

演歌＆歌謡
トップ20
※⑦オリコン

演歌＆歌謡スペシャル2016 
年間トップ100

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０
※①演歌男子。

フェスティバル 2016

うた紀行 〜懐かしい歌 彩る情景〜
※⑥特選！ ヒット演歌 ミニ
6:45 〜 インフォメーションインフォメーション

7
中山秀征の有楽町で

逢いまＳＨＯＷ ※㉓ (〜8:00)
※⑨20周年記念歌謡ポップスチャンネル 
大新年会 第一部・第二部 ( 〜9:00)

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ20
※③ USEN 演歌ランキング

2016 年間トップ 20

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

※④オリコン演歌＆歌謡
スペシャル 2016 
年間トップ 100

演歌売れ筋
ランキング

※⑤演歌売れ筋ランキング
2016 年間トップ 30

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
⑦㉑川上大輔
メラギ☆ナイト2015
⑭㉘山川豊 
デビュー35周年記念
コンサート

カラオケ演歌
カウントダウン100

※①車で旅する歌謡曲
 (〜3:00)

インフォメーション

9 60年代 僕たちの青春ソングス ※⑨レッツゴーヤング (〜10:30)

僕たちの青春ソングス 煌く日本の歌手〜わが心の演歌〜

10
クリス松村の

注文の多いレコード店 70's80's JUKEBOX 
〜カテゴリ別 名曲プレイリスト〜

④㉕しゃべくりDJ デーモン閣下の 
ミュージックアワー！
⑪⑱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※㉖ (〜11:00)

懐メロ♪ ドライブミュージック
〜箱根・伊豆編〜

特選！ ヒット演歌
 

レッツゴーヤング②㉚しゃべくりDJ デーモン閣下の ミュ
ージックアワー！ ⑨レッツゴーヤングコ
ンサート2012 (〜12:00) ⑯㉓しゃべ
くりDJ Chageの ミュージックアワー！

懐メロ♪ ドライブミュージック
〜箱根・伊豆編〜

クリス松村の
注文の多いレコード店

80年代
女性アイドルソング

     ⑥松田聖子ベスト20
     ⑬中森明菜ベスト20
     ⑳小泉今日子ベスト20
     ㉗中山美穂ベスト2011 70's80's JUKEBOX 

〜私たちが選ぶこの10曲〜
想い出ナンバーTOP10 

〜テーマ別 名曲ライブラリー〜

70年代 
女性アイドルソング・

ベスト１００
70's 80's JUKEBOX 
〜カテゴリ別 名曲プレイリスト〜

ＤＡＭ演歌
2016

カラオケ新曲
年間ベスト30

70's80's JUKEBOX 
〜私たちが選ぶこの10曲〜

※⑮70's80's JUKEBOX シリーズ　
野球選手の歌 (〜1:00)

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〜 ※⑯ (〜1:00) ※⑨しゃべくりDJ Chageの ミュージックアワー！ 70's80's JUKEBOXシリーズ 
Ｂ面コレクション70's80's JUKEBOX 〜カテゴリ別 名曲プレイリスト〜

※⑨しゃべくりDJ デーモン閣下の ミュージックアワー！  1:00〜 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〜 ※⑯1:00〜翌7:00 放送休止

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〜 ナンデモ特命係 

発見らくちゃく！ ④⑱政経マネジメント塾（28年度）
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

ハワイ・ローカルトーク ※②インフォメーション とちぎ発！旅好き！
2 新・鉄路の旅 わが心の演歌 ※㉑ぐっ！ジョブ 〜九州

ゲンキ主義経済〜  2:25〜 インフォメーション
2:35〜 OKINAWA MONDE W・ALKER

僕たちの青春ソングスOKINAWA MONDE W・ALKER さつま狂句 ※③インフォメーション インフォメーション さつま狂句
インフォメーション

⑨水森かおり ⑯前川清 
㉓氷川きよし㉚中村美律子 
※②煌く日本の歌手〜わが心の演歌〜 ( 〜8:00)

⑩㉔キム・ヨンジャ
⑰㉛紅白出場歌手特集（紅組） 
※③この人 三橋美智也ショー ( 〜1:00)

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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