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4/10（月）  午後6時

加藤登紀子
「宮本隆治の

歌謡ポップス☆一番星」

4/29（土・祝）  午後4時

山内惠介
ドキュメンタリー
～愛が信じられないなら～

4/5（水）  午後6時

「演歌女子。」
川野夏美
岩佐美咲
工藤あやの

4/7（金）  午後6時

ジェロ
パク・ジュニョン

川上大輔

「プレゼン！演歌男子。」
大鵬薬品スペシャル

春
の
新
番
組
、目
白
押
し！



-2017年はどんな活動を予定していますか｡
「今年は生誕80年を迎えた美空ひばりさんを歌うコンサートを
予定しています。ひばりさんは中学生の頃には既に大スターで、
たった６歳しか違わないのに全く別世界の人と思っていました。
けれど調べてみると、父がレコード会社に勤めていた時、デビュー
前のひばりさんに出会っていたなど、遠くて近い関係がわかったん
です。ひばりさんの育った横浜を訪れ、実家の魚屋さんにも行っ
てきました。今ひばりさんにハマっているんです。」
-今年チャレンジしたい事などありますか｡
「あまり目標は立てず、目の前にあるものや、ふとやってみたいと
思ったことに全力で取り組むタイプなんです。今は強いてあげるな
らばラップですね。というのはラップをする人と一緒にレコーディ
ングした時に、何か所かラップの部分を歌うことがあって。なかな
か難しいですね。でもみんな喜んでくれるので挑戦したいですね。」
-改めて歌に対しての想いをお聞かせください｡
「歌は良いですね。歌うってことは素晴らしい。私にとって歌うって
こんなに大事だったんだという事を今すごく改めて思いますね。
自分の体にとっても大事なことで、歌わない日はちょっと機嫌悪い
し、体の調子も悪くなっちゃう。歌を聴くこともすごく体に良いと
思いますので、是非皆さんコンサートを観に来てくださいね。」

加
藤  

登
紀
子

To k i k o  K a t o

歌謡ポップスチャンネル制作の山内惠介ミュージックビデオのメイキング番組第 3弾となる今回は、
「大人の愛」をテーマにした新曲の魅力に迫ります !
秘密の仮面舞踏会を舞台に1カットで撮影した特殊な収録現場のメイキングのほかEXILEや平井堅
など多くのメジャーアーティストを手掛け、新曲の作詞を手掛けた音楽プロデューサー松尾潔など作
品に携わった関係者や山内惠介本人のインタビューもお届けします !

山内惠介 
 ドキュメンタリー
 ～愛が信じられないなら～

新曲「愛が信じられないなら」M
ミュージックビデオ

V制作に密着!

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。

4/10（月）
#111  加藤登紀子

4/24（月）
#112  中条きよし

山内惠介特番２０１６～飛翔の春～
2016年に制作した「流転の波止場」ミュージックビデオの
メイキングのほか、2016年2月に開催されたさっぽろ雪ま
つりスペシャルステージの模様など、山内惠介の2016年の
活動と未来に向けてチャレンジする姿をお送りいたします。

4/15（土） 午後3時30分
4/27（木） 午前11時

4/29（土・祝） 午後4時  

「
歌
は
良
い
で
す
ね
。

歌
う
って
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
。」

特番

品に携わった関係者や山内惠介本人のインタビューもお届けします !

緊急生中継
！！

山内惠介
「愛が信じ

られないな
ら」

リリース記
念イベント

4/2（日） 午後
2時

ゲートシテ
ィ大崎（東

京）の

イベント会
場へ潜入！



出光仁美森山愛子 津吹みゆ

演歌·歌謡界で活躍する若手女性歌手を集め、他の番組では決して見られない
彼女たちの素顔と魅力を伝える「女子会」テイストのトーク·バラエティ番組。
#1と#2では、川野夏美、岩佐美咲、工藤あやのが登場。さらに「演歌検定」の
コーナーでは、森山愛子、出光仁美、津吹みゆもゲスト出演します。

協力 : 一般社団法人 日本音楽事業者協会

1998年「あばれ海
峡」でデビュー。今
年19年目を迎える。
『演歌女子。』のリー
ダー的存在。

川野夏美
Natsumi Kawano

デビュー4年目となる
「山形のひだまり娘」。
最新曲は「故郷さん、
あいたいよ」。

Ayano Kudo
工藤あやの

AKB48 から初の
演歌歌手としてデ
ビュー。2016年に
卒業し、現在ソロと
して活躍中。

Misaki Iwasa
岩佐美咲

プライベート感あふれる「女子会」風
新感覚トーク・バラエティ番組、スタート！

4/5（水） 午後6時#1 4/19（水） 午後6時#2

演歌女子。新番組

第1・3水曜  午後6時

毎回3組の歌手が登場し、 “大好きなこと”や“いま伝えたいこと” を熱く
語るプレゼン·バラエティ! 最近夢中になっていることや自分のこだわりな
ど、それぞれのテーマでプレゼン&トークセッションを展開。演歌男子た
ちの知られざるプライベートやリアルな素顔が明らかに ! ミニコーナー
「胸キュン ! 演歌男子。」では、演歌男子がさまざまなシチュエーションで
“一言であなたを酔わせる!?”カメラ目線のプチ芝居に挑戦! また、ステー
ジでは最新曲はもちろん演歌男子が歌うラブソングカバーもお届けします。

4/7（金） 午後6時#1

4/21（金） 午後6時#2

【出演】 

ジェロ／パク・ジュニョン／川上大輔  

＃1・2 はやぶさ／パク・ジュニョン／松阪ゆうき
＃3・4 ジェロ／純烈／三丘翔太
＃5・6 松原健之／花園直道／真田ナオキ
＃7・8 松尾雄史／川上大輔／A・K・I（蒼彦太／こおり健太／市川たかし）
＃9・10 三山ひろし／最上川司／浅野祥

2016年に放送した演歌·歌謡界で活躍する
若手イケメン歌手のトークバラエティ第三弾
「演歌男子。3」の#1~#10を一挙放送 !

4/1（土） 午前9時～午後2時

第1・3金曜  午後6時

　　　　　　  大鵬薬品スペシャル

「プレゼン！演歌男子。」

演歌・歌謡界で活躍する若手イケメン歌手のトークバラエティ『演歌男子。』シリーズ第四弾！  

新番組

シリーズ
第四弾

／ ／ 一挙放送！／／



新DJ、杏子とサンプラザ中野くんが登場！
懐かしの音楽を独自の視点でしゃべくり倒す！

新番組
第2・4水曜  よる10時

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。ラジオブースから、当時のレコード盤や8センチ
CD、流行したアイテムとともにお届けする観て聞いて懐かし
む、ラジオ風音楽番組。4月はChageとデーモン閣下に次ぐ
新DJとして、杏子とサンプラザ中野くんが登場 ! 70~80 年
代の曲に加え、90年代の曲もしゃべくり倒します !

杏子
1984年にBARBEE BOYSの
ヴォーカルとしてデビュー。現
在はソロでの音楽活動の他、
ラジオやCM、舞台などで活動。

サンプラザ中野くん
1984年に爆風スランプのヴォー
カルとしてデビュー。現在はサン
プラザ中野くんとして、歌手 ·
健康 · 株を中心に幅広く活動。

1974年から1979年までNHKで放送された
歌謡番組「ビッグショー」。
毎回、第一線で活躍するエンターテイナーが出演、
良質の音楽とトークによる
ワンマン・ステージ・ショーをお届けします。

新番組

南こうせつが出演。 かぐや姫時代の名曲や自身のフォークソングの数々を熱唱す
る。 独特のトーク術で会場を沸かしつつ、コーラス隊と一緒に「名物せんべい」「ヘ
イ·ジプシー 誘っとくれ」で盛り上げる。 バイオリンを伴奏にむかえた「神田川」や、
阿木燿子作詞の「夢一夜」は必見。
(NHK放送日:1979年1月16日)

南こうせつ
夢・・・・青春・明日
4/14（金） よる10時 ほか 

ⒸNHK

ハナ肇とクレージーキャッツが出演。 楽器の演奏とメンバー同士の息の合ったチー
ムワークで会場を盛り上げる、爆笑必至のステージショー。 「ハイそれまでよ」「スー
ダラ節」などの7曲を一挙にメドレー歌唱するほか、植木等率いるオーケストラがク
ラシックコンサートを披露するなど、彼らならではの演奏会を繰り広げる。
(NHK放送日:1977年3月13日)

ハナ肇とクレージーキャッツ
われらの演奏会
4/11（火） 午前10時 ほか 

ⒸNHK

しゃべくりDJ
サンプラザ中野くんの
ミュージックアワー

しゃべくりDJ
杏子の
ミュージックアワー

4/12（水） 
よる10時 ほか

#1

4/26（水） 
よる10時 ほか

#1



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。

ツメ折り！

4/9（日）  #45  中森明菜／シブがき隊／堀ちえみほか
  （NHK放送：1983年5月15日）

4/16（日） #21  キャンディーズ／野口五郎／太川陽介ほか
  （NHK放送：1977年7月3日）

4/23（日） #4  中森明菜／松田聖子／少年隊ほか
  （NHK放送：1983年7月17日）

4/4（火）  #1  1990年…春  ♪浪漫飛行／米米CLUB ほか

4/11（火） #2  1991年…春  ♪Please／工藤静香 ほか

4/18（火） #3  1992年…春  ♪はがゆい唇／髙橋真梨子 ほか

4/25（火） #4  1993年…春  ♪君がいない／ZARD ほか

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

ⒸNHK

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

4/3（月）  午前10時 #2  Ｍｒ.マリック
（NHK放送：2005年5月30日）

4/6（木）  午後6時 #21  瀬川瑛子
（NHK放送：2005年6月20日）

4/7（金）  午前10時 #26  小堺一機 
（NHK放送：2005年5月23日）

4/27（木）  午後6時 #29  さだまさし 
（NHK放送：2005年9月19日）

4/1（土）  #303  大月みやこ／西方裕之／城之内早苗
（テレビ東京放送日：1994年9月18日）

4/8（土）  #304  藤あや子／森進一／田川寿美
（テレビ東京放送日：1994年9月25日）

4/15（土） #305  八代亜紀／小金沢昇司／原田悠里／西尾夕紀
（テレビ東京放送日：1994年10月2日）

4/22（土） #306  五木ひろし／川中美幸／島津悦子
（テレビ東京放送日：1994年10月9日）

4/29（土・祝） #307  高山巌／山川豊／香田晋／大石円
（テレビ東京放送日：1994年10月16日）

Ⓒテレビ東京

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。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
ⒸNHK

すぎもとまさと／千昌夫／黒木憲ジュニア
あさみちゆき／二葉百合子／秋川雅史
青い三角定規／谷本知美／岩本公水
大沢桃子／香田晋 

時代、世代を超えて私たちの
心に深く刻まれた珠玉の名
曲達。『ＮＨＫ歌謡コンサー
ト』では、毎回魅力的なテー
マに基づいて、日本の美しい
風景や伝統、そして日本人の
心が育んだ名曲をダイナミッ
クな構成でお届けします。

4/4（火） ほか  

午後6時
#93

この番組は、演歌・歌謡曲の新曲を中心に、
歌謡ポップスチャンネルが独自に選曲した
ビデオクリップをフルコーラスでお届けす
る60分番組です。全曲歌詞テロップ入り
なのでカラオケの練習にもおすすめです。

4/1（土）  

よる10時ほか 
 #1  坂本冬美／石原詢子
 山内惠介 ほか

（NHK放送日：2008年7月8日）

新番組

新番組

毎月、2組の有名演歌歌手にスポッ
トを当て、貴重な過去の映像作品か
ら、最新のミュージックビデオまで、
5～6曲をピックアップしてフルコー
ラスでご紹介します。

4/2（日）   午前10時 ほか  #244  美川憲一特集
4/2（日）   午前10時30分 ほか  #245  石川さゆり特集

カーステレオで聴いていた当時の懐かしい70～80年
代の音楽を番組で再現。 ニューミュージックやシティ
ポップを中心にした音楽を聴きながら、高速道路を疾
走します。 4月は新シリーズの九州編もスタートします！

この番組では、自分だけのオリジナルカセットテープを
作って聴いていた懐かしい感覚を再現。 ツメを折って
保存したい60～90年代初頭の名曲の数々をフル
コーラスでお届けします。

～ミッドナイト ハイウェイ編～

九州編  毎週水曜  よる10時30分 ほか
毎週月曜～金曜  深夜0時

毎週火曜  よる10時

～おぼえて歌おうヒット曲～



演歌・歌謡界で活躍する若手イケメン歌手のトークバラエティ『演歌男子。』シリーズ第四弾！  
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[  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
3・10・17・24

火
4・11・18・25

水
5・12・19・26

木
6・13・20・27

金
7・14・21・28

 土
1・8・15・22・29

 日
2・9・16・23・30

6
歌謡最前線 歩きながらソング 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 ①㉙バリはやッ！6:25～virtual trip 6:40
～世界ローカルナビ ⑧㉒バリはやッ！
6:25～世界ローカルナビ 6:35～virtual 
trip ⑮目撃者f ゴングへの道編 6:30～
virtual trip 6:40～世界ローカルナビ

政経マネジメント塾
（28年度）わが心の演歌

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

若っ人ランド 日本のこころ ふるさとの歌
※②懐メロ♪ ドライブミュージ
ック～北関東編～

ハワイ・ローカルトーク

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～

新着！ビデオクリップ

9 インフォメーション  ※①演歌男子。3（～2：00）
日本のこころ　ふるさとの歌

10
大鵬薬品スペシャル
「プレゼン！演歌男子。」
※③きよしとこの夜 (～10:45)

④⑱煌く日本の歌手
～わが心の演歌～
⑪㉕ビッグショー 
ハナ肇と

クレージーキャッツ

NHK
歌謡コンサート

⑥⑳車で旅する歌謡曲
⑬㉗みんなの
県民ＳＯＮＧ！

～金沢うた旅情編～
きよしとこの夜

演歌売れ筋 
ランキング

ベストヒット演歌
美川憲一

インフォメーション ベストヒット演歌
石川さゆり新着！ビデオクリップ ミニ

※③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～

新着！
ビデオクリップ

60年代 僕たちの青春ソングス 
※㉗山内惠介特番2016
～飛翔の春～ (～12:00)

煌く日本の歌手
～わが心の演歌～ オリコン

演歌＆歌謡
トップ20

※②中山秀征の
有楽町で逢いまＳＨＯＷ

11:45～ インフォメーション
12:00～ オリコン演歌＆歌謡
トップ20 ( ～1:50)

うた紀行
～懐かしい歌 彩る情景～ 車で旅する歌謡曲

12
ベストヒット演歌

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ20
インフォメーション

1
煌く日本の歌手～わが心の演歌～ 演歌女子。

車で旅する歌謡曲
新着！ビデオクリップ ミニ◇インフォ
②1:50～ 直前放送！！
山内惠介生中継

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 ツメ折り！カセットソング
※②緊急生中継！！ 山内惠介
「愛が信じられないなら」
リリース記念イベント
※㉓SUBARU プレミアムドライブ 
音楽と旅する休日

インフォメーション※① ( ～3:00)

新着！ビデオクリップ ミニ

3
プレゼン！演歌男子。

※①中山秀征の有楽町で逢いまＳＨＯＷ ( ～3:45)
しゃべくりDJ②⑨Chage & デーモン
閣下 ⑯㉓杏子 ㉚サンプラザ中野くん

車で旅する歌謡曲 ※①3:45～ インフォ
⑮山内惠介特番2016 (～4:30)

クリス松村の注文の多いレコー
ド店※㉓㉚フォークの風景

4 歩きながらソング  歩きながらソング※①車で旅する歌謡曲
㉙山内惠介ドキュメンタリー クロスカヴァー・ソングショー

                                                 インフォメーション  ※③ベストヒット演歌 美川憲一 

5
ベストヒット演歌 ①この人 フランク永井ショー 

⑧㉒煌く日本の歌手
～わが心の演歌～ 
⑮㉙ビッグショー 
ハナ肇とクレージーキャッツ

②懐メロ♪ ドライブミュージック
～北関東編～
5:30 ～ フォークの風景
⑨㉓ 70's80's JUKEBOX　
～私たちが選ぶこの10曲～ 
⑯㉚ビッグショー 南こうせつ演歌の花道

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

演歌女子。  
きよしとこの夜

大鵬薬品スペシャル
「プレゼン！演歌男子。」

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０

インフォメーション 歩きながらソング新着！ビデオクリップ ミニ

7 新着！ビデオクリップ ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ20

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

新着！ビデオクリップ 演歌
売れ筋

ランキング8
うた紀行

～懐かしい歌 彩る情景～ 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熱唱！オンステージ アラトヨ☆
ゲンテツ 人生屋台 
⑧コロッケ35周年記念コンサート 
⑮中村美律子３０周年記念コンサート
㉒山内惠介コンサート2016
㉙宮本隆治の歌謡ポップス☆
一番星コンサート
※㉒㉙ 9:30～煌く日本の歌手

カラオケ
演歌カウントダウン

100

煌く日本の歌手
～わが心の演歌～

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
③⑩クリス松村の注文の多いレ
コード店⑰㉔フォークの風景 ツメ折り！

カセットソング

しゃべくりDJ ⑤Chage&デーモン閣下 
⑫⑲杏子の ミュージックアワー！ 
㉖サンプラザ中野くんの ミュージックアワー！

クロスカヴァー・
ソングショー

⑦㉑70's80's JUKEBOX
～私たちが選ぶこの10曲～
⑭㉘ビッグショー 
南こうせつ

新着！ビデオクリップ
 

レッツゴーヤングしゃべくりDJ ③⑩Chage & デー
モン閣下のミュージックアワー！ 
⑰㉔杏子の ミュージックアワー！

懐メロ♪ ドライブミュージック
～九州編～

⑥⑬クリス松村の注文の多いレ
コード店⑳㉗フォークの風景

11
懐メロ♪ ドライブミュージック
～九州編～ ※③～北関東編～ 70年代 女性アイドル

ソング・ベスト１００
想い出ナンバーTOP10 
～テーマ別 名曲ライブラリー～

ツメ折り！
カセットソング

演歌女子。 ＤＡＭ
演歌カラオケ新曲

ベストテン

②70's 80's JUKEBOX ～私たちが
選ぶこの10曲～ 0:00～ Ｂ面 (～1:00)
80年代女性アイドルソング
⑨松田聖子ベスト20 ⑯中森明菜
ベスト20 ㉓小泉今日子ベスト20 
㉚中山美穂ベスト20

僕たちの青春ソングス 僕たちの青春ソングス

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's80's JUKEBOX ～カテゴリ別 名曲プレイリスト～ ※⑭SUBARU プレミアムドライブ 音楽と旅する休日
懐メロ♪ ドライブミュージック～九州編～

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～※② (～2:00)

 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！ ⑤⑲政経マネジメント塾（28年度）
⑫㉖たけおの鹿児島全力たび カラオケチャンネル 郷土劇場 70's80's JUKEBOX Ｂ面

※②2:00～ 
僕たちの青春ソングス

ハワイ・ローカルトーク とちぎ発！旅好き！

2 新・鉄路の旅 わが心の演歌OKINAWA MONDE W・ALKER さつま狂句 山日和 さつま狂句 僕たちの青春ソングスインフォメーション

③三山ひろし特集１ ⑩石川
さゆり ⑰紅白出場歌手特集
（紅組） ㉔三山ひろし特集２

④三山ひろし特集２ 
⑪山内惠介 ⑱紅白出場歌手
特集（白組） ㉕舟木一夫

⑤舟木一夫 ⑫中村美律子
⑲山川豊 ㉖藤あや子

⑥藤あや子 ⑬前川清
⑳田川寿美 ㉗美川憲一

⑦美川憲一 ⑭伍代夏子
㉑三山ひろし特集１ 
㉘石川さゆり

⑩伍代夏子 ⑰三山ひろし特
集１ ㉔石川さゆり 
※③インフォメーション

④石川さゆり ⑪紅白出場歌
手特集（紅組） ⑱三山ひろ
し特集２ ㉕山内惠介

⑤山内惠介 
⑫紅白出場歌手特集（白組） 
⑲舟木一夫 ㉖中村美律子

⑥中村美律子 ⑬山川豊
⑳藤あや子 ㉗前川清

⑦前川清 ⑭田川寿美
㉑美川憲一 ㉘伍代夏子

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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