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7/22（土） よる8時 ほか

山川豊
田川寿美

新曲MVメイキング独占放送！
7/1（土） よる9時30分 ほか

昭和歌謡バトル☆闘え！
演歌男子。

Renewal!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～

 7/10（月） 午後6時 ほか

リニューアル記念スペシャル！
新アシスタント

相田翔子



Renewal!

【出演者】 純烈／はやぶさ／パク・ジュニョン／川上大輔
徳永ゆうき／松阪ゆうき／真田ナオキ／中澤卓也

今話題の演歌男子が、リングの上でバトルを繰り広げる新感覚の音楽バラエティ
ショー! 演歌·歌謡界で活躍する若手イケメン歌手8組が、格闘技を彷彿させる
リングで昭和歌謡のサビをかけて様々な対決に挑みます。 勝者はその曲のサビを、
敗者はサビ以外を熱唱。 もちろんそれぞれの最新曲もお届けします。

◆再放送  7/26(水) 午前10時

昭和歌謡バトル☆闘え！演歌男子。

LiLiCo  

【MC】

清野茂樹

新曲ミュージックビデオの
メイキング番組！！

制作の舞台裏と出来たてのMVを完全版でお送りします。

相田翔子 
Shoko Aida

1970年2月23日生まれ。東京都出身。1988年デュオ
"Wink"でデビュー。1989年「愛が止まらない」で第22 
回全日本有線放送大賞にてグランプリを受賞。また､
「淋しい熱帯魚」で第31回日本レコード大賞にて大賞
を受賞。同年､ＮＨＫ紅白歌合戦に出場。1996年ソロ
活動を開始。現在､歌手､女優など幅広く活躍中。

宮本隆治 
Lyuji Miyamoto

1950年10月8日生まれ。福岡県北九州市出身。
1973年慶應義塾大学文学部卒業後、NHK入局。「歌
謡コンサート」「思い出のメロディー」「のど自慢」等、
数々の名物番組を担当。「NHK紅白歌合戦」では、
1995年から6年連続総合司会を務める。2007年4月、
定年退職を機にフリーアナウンサーに。2016年3月
発売「恋猫/東京ムーンライト」にて歌手活動も行う。

 7/22（土） よる8時

山川豊 ミュージックビデオ撮影の１日を追う～ 「黄昏」～

デビュー35周年を迎えた山川豊が放つ”男の純愛シリーズ”
第3弾の最新作「黄昏」。長い間寄り添ってくれた女性への
気持ちを表現した作品です。

 7/1（土） よる9時30分ほか

田川寿美ミュージックビデオ撮影の
１日を追う ～ 「心化粧」～

メジャー調の演歌作品となる最新シングル「心化粧」。今作
では“心に紅をさして、歩みを進める凜とした女性像”を歌い
上げます。

 7/1（土） よる9時45分ほか

演歌·歌謡曲をお届けする情報バラエティ番組「宮本隆治の歌謡
ポップス☆一番星」が、放送開始から丸5年を迎え､さらに音楽情
報を盛り込んだ番組内容へリニューアル!!
今月は新たなるスタートを記念して､前·後編であわせて180分
の拡大版スペシャルを放送。
橋幸夫、大月みやこ、原田悠里、鳥羽一郎等､豪華ゲストによる
ヒット曲やコラボ歌唱など見どころ満載の“歌の祭典”を新アシス
タントの相田翔子と共にお届けします。

前編 7/10（月） 午後6時ほか
後編 7/24（月） 午後6時ほか

リニューアル記念スペシャル！

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～

新アシスタントに相田翔子を迎えパワーアップ！



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。

7/2（日）  #4  中森明菜／松田聖子／少年隊ほか
  （NHK放送：1983年7月17日）

7/9（日）  #32  海援隊／田原俊彦／松田聖子ほか
  （NHK放送：1981年8月9日）

7/16（日） #25  ツイスト／松崎しげる／榊原郁恵ほか
  （NHK放送：1979年9月9日）

7/23（日） #28  チェッカーズ／少女隊／中村あゆみほか
  （NHK放送：1985年1月27日）

7/30（日） #8  中森明菜／少年隊／早見優ほか
  （NHK放送：1983年7月24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

Ⓒ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

7/6（木）　　　 午後6時 #12  北島三郎
（NHK放送：2006年9月14日）

7/7（金）　　　 午前10時 #6  桂三枝
（NHK放送：2005年8月29日）

7/13（木）　　　 午後6時 #3  上沼恵美子
（NHK放送：2005年6月13日）

7/14（金）　　　 午前10時 #7  竹下景子
（NHK放送：2005年9月5日）

7/21（金）　　　 午前10時 #8  和田アキ子
（NHK放送：2005年11月14日）

7/27（木）　　　 午後6時 #4  夏川りみ
（NHK放送：2005年6月27日）

7/28（金）　　　 午前10時 #9  萩本欽一
（NHK放送：2005年11月28日）

第1・3金曜  午後6時 ほか
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。 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。

第1・3水曜  午後6時 ほか
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「素顔」と「魅力」を伝えます。出
演者はあくまで普段着、プライベート感あふれるカジュ
アルな「女子会」風新感覚トークバラエティ番組。 #7と
#8では、瀬口侑希、野村美菜、羽山みずきが登場。さらに
「演歌検定」のコーナーでは、田川寿美、椎名佐千子、
民謡ガールズも参戦。        協力：一般社団法人 日本音楽事業者協会

毎週お届けしている「オリコン演歌＆歌謡トップ20」のスペシャル版！今上半期の演
歌・歌謡曲シングル売り上げＴＯＰ50を、プロモーションビデオで4時間たっぷり、
カウントダウン形式でお届けします。メインのシングルランキングの他にも、おすすめ
ＤＶＤの紹介コーナーなど盛り沢山な内容でお送りします。

7/11（火） ほか
ビッグショー 石原裕次郎　
男ひとり気ままな夜

午前10時 ほか

（NHK放送：1978年2月19日）

昭和の銀幕スター、石原裕次郎が登場。映画界
デビューの思い出や自身のエピソードを交えつつ、「狂っ
た果実」や「夜霧のブルース」、「夜霧よ今夜も有難う」
など映画歌謡を含めた“石原メロディー”全12曲を熱唱。

7/14（金） ほか
ビッグショー 桜田淳子　
明日への序曲

よる10時 ほか

（NHK放送：1979年2月13日）

当時20歳の桜田淳子が登場。「わたしの青い鳥」などの
デビュー初期の楽曲をメドレーで歌うほか、中島みゆきの
「化粧」のカバーも披露。ミュージカルのようなパフォーマン
スで会場を魅了します。 出演：神津善行／中村メイコ ほか

第三回目のロッカーは人が
生きる意味を問い続けた 
“河島英五”。男の強さや哀し
さ、優しさ、父親としての心情
を唱いあげた楽曲の数々は、
時代を越え、今では男女を問
わず共感を呼び、歌い継がれ
ています。心が震える河島の
歌の原点とは?人情たっぷり
の大阪から生まれた河島英
五の歌の世界に迫ります。

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…。

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。

7/10（月） 河島英五よる10時 ほか #3

ストーリーテラー 吉田栄作

ⒸNHK

音楽好きなら、必ず聴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、杏子とサンプラザ中野くんが、70～
90年代の音楽をDJ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 ほか

#4  1977年のヒットナンバー
7/12（水） 杏子

#4  1974年のヒットナンバー
7/26（水） サンプラザ中野くん

#77/5（水） 瀬口侑希／野村美菜／羽山みずき
瀬口侑希／野村美菜／羽山みずき#87/19（水）

#77/7（金） 松原健之／こおり健太／最上川司　
松原健之／こおり健太／最上川司　#87/21（金）

7/17（月・祝） Part１：午後5時
Part2：よる7時

7/30（日） Part１：午前9時30分
Part2：午前11時30分
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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。
停波 6/27（火）深夜0時～翌6時  スカパー！プレミアムサービス（H.264）

 NHKタイム

月
3・10・17・24・31

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

知里のミュージック
エッセンスPartII

※④（～7:00） 放送休止
るみとバネの
夢おいかけて Jソングアワー 歌う！セールスマン OKINAWA MONDE W・ALKER

政経マネジメント塾
（28年度）とちぎ発！旅好き！ベストヒット演歌

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～
※①⑧9:00～ インフォメーション

新着！
ビデオクリップ

9
インフォメーション インフォメーション

日本のこころ ふるさとの歌 インフォ※①⑧日本のこころ ふるさとの歌 日本のこころ ふるさとの歌 ※㉚オリコン演歌＆
歌謡スペシャル2017上半期トップ50 (～1:30)

10
大鵬薬品スペシャル

「プレゼン！演歌男子。」
※③NHK歌謡コンサート (～10:45)

④⑱煌く日本の歌手
～わが心の演歌～

⑪㉕ビッグショー 
石原裕次郎

新着！
ビデオクリップ
※㉖昭和歌謡バトル
☆闘え！演歌男子。

 (～12:00)

⑥⑳みんなの県民
ＳＯＮＧ！～金沢うた
旅情編～
⑬㉗車で旅する歌謡曲

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
角川博

インフォメーション ベストヒット演歌
香西かおり新着！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

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～

※④12:00～ 
ベストヒット演歌 

石川さゆり

うた紀行 ※⑫山川豊 MV撮
影の１日を追う～ 「黄昏」～
11:15～ 田川寿美 MV撮影
の１日を追う～ 「心化粧」～

インフォメーション 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

新着！ビデオクリップ ミニ

60年代 
僕たちの青春ソングス 歩きながらソング

車で旅する歌謡曲 ※㉘山川豊 
MV撮影の１日を追う～ 「黄昏」～ 
11:45～ 田川寿美 MV撮影
の１日を追う～ 「心化粧」～

12
ベストヒット演歌 

③美川憲一 ⑩ジェロ ⑰三山ひろし特集１ 
㉔石川さゆり ㉛角川博

ベストヒット演歌 
⑤五木ひろし ⑫香西かおり 
⑲舟木一夫 ㉖川中美幸

ベストヒット演歌 
⑥川中美幸 ⑬山川豊 

⑳藤あや子 ㉗天童よしみ

ベストヒット演歌 
⑦天童よしみ ⑭田川寿美 
㉑美川憲一 ㉘ジェロ 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 田川寿美 MV撮影の１日を追う※⑨㉓山川豊
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 ツメ折り！
カセットソングインフォメーション

新着！ビデオクリップ ミニ

3
「プレゼン！演歌男子。」

※①小林幸子 「薬師寺」コンサート (～4:30)
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！※⑯㉓しゃべく
りDJ 杏子の ミュージックアワー！

車で旅する歌謡曲
永遠のロッカーたち ※⑨懐メロ♪ ドライブ
ミュージック～マリンロード編～ ※㉓昌子・
淳子・百恵 涙の卒業式 出発 (～4:30)

4 わが心の演歌 歩きながらソング 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～
※⑮㉙ビッグショー 

石原裕次郎

70's80's JUKEBOX
～私たちが選ぶこの10曲～
※⑯㉚ビッグショー 

桜田淳子演歌の花道

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～
※③7:00～ 新着！ビデオ
クリップ(～8:00)

 
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
※⑱第十八回・長良グループ 

夜桜演歌まつり
7:30～ 車で旅する歌謡曲

歩きながらソング
歩きながらソング ※㉑山川豊
MV撮影の１日を追う～ 「黄昏」～ 
6:45～ 田川寿美 MV撮影の
１日を追う～ 「心化粧」～インフォメーション

7 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

歩きながらソング

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～

※⑥9:00～ 
60年代 僕たちの青春ソングス

①山川豊 35周年記念コンサート
9:30～ 山川豊 MV撮影の１日を
追う 9:45～ 田川寿美 MV撮影の
１日を追う ⑧田川寿美 ２５周年記
念コンサート ～徳光和夫と語る名
場面～ 9:30～ 田川寿美 MV撮影
の１日を追う 9:45～ 山川豊 MV
撮影の１日を追う ⑮演歌男子。が
歌う 昭和ヒット歌謡ベスト30 
㉒昭和歌謡バトル☆闘え！演歌男子。 
㉙宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星 
コンサート2016

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 60年代 僕たちの青春ソングス

僕たちの青春ソングス

10

③㉛懐メロ♪ ドライブミュージッ
ク～マリンロード編～ ⑩㉔永遠
のロッカーたち  ⑰松本伊代・堀
ちえみ・早見優 女子会 (～0:00) ツメ折り！

カセットソング

⑤㉖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！⑫⑲しゃべくりDJ 杏子の 
ミュージックアワー！

クロスカヴァー・ソングショー
※⑳水道橋博士の昌子淳子
百恵「花の中3トリオ」伝説 
 (～11:00)

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

桜田淳子
新着！ビデオクリップ

 
レッツゴーヤングしゃべくりDJ サンプラザ中野くんの

ミュージックアワー！ ※㉔しゃべく
りDJ 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
～瀬戸内編～

野口五郎の
改札口の伝言板

11 野口五郎の改札口の伝言板 懐メロ♪ ドライブミュージック
～瀬戸内編～ 70年代 

女性アイドルソング・ベスト
１００

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

80年代女性アイドルソング
②㉚中森明菜ベスト20 ⑨小泉
今日子ベスト20 ⑯中山美穂ベス
ト20 ㉓松田聖子ベスト20

僕たちの青春ソングス フォークの風景 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～ ※③ ～25:00まで。以降、放送休止

70's80's JUKEBOX ～カテゴリ別 名曲プレイリスト～
懐メロ♪ ドライブミュージック

～瀬戸内編～

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～ 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 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 ④⑱virtual trip 2:10～ 世界ローカルナビ  
⑪㉕世界ローカルナビ  2:05～ virtual trip

2 新・鉄路の旅 わが心の演歌
※⑧ぐっ！ジョブ～九州ゲンキ主義経済～
2:25～ ハワイ・ローカルトーク  2:35
～ OKINAWA MONDE W・ALKER

クロ女子白書 ※⑰OKINAWA 
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

③㉔天童よしみ ⑩㉛田川寿美 
※⑰オリコン演歌＆歌謡スペシャル
2017上半期トップ50 (～9:00)

④㉕ジェロ
⑪三山ひろし特集１
⑱美川憲一

⑤㉖角川博
⑫三山ひろし特集２
⑲石川さゆり

⑥㉗香西かおり
⑬舟木一夫
⑳五木ひろし

⑦㉘山川豊
⑭藤あや子
㉑川中美幸

③㉔山川豊 ⑩舟木一夫 
⑰川中美幸 ㉛藤あや子

⑪藤あや子 ⑱天童よしみ
㉕田川寿美

⑥三山ひろし特集１ ⑬石川さゆり
⑳角川博 ㉗三山ひろし特集２

⑦三山ひろし特集２ ⑭五木ひろし
㉑香西かおり ㉘舟木一夫

⑫美川憲一 ⑲ジェロ ㉖三山ひろし特集１
※⑤知里のミュージックエッセンスPartII

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


