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大鵬薬品スペシャル

「演歌男子。
 学園祭LIVE in 浅草」

10/14（土） よる8時 ほか

10/8（日） 午後6時 ほか

ジャッキー吉川＆
ブルーコメッツ　
 ファイナルコンサート
 in 中野サンプラザ

 10/24（火） よる7時

福田こうへい
 コンサート2017
 IN 新歌舞伎座 独占放送！



ジャッキー吉川＆ブルーコメッツ
ファイナルコンサート in中野サンプラザ

8月に東京 ·浅草公会堂で開催された「演歌男子。学園祭LIVE in 浅草」の模
様を独占放送! 今話題の演歌男子たちが昭和を代表する“青春ソングメド
レー”や、“洋楽カバー”を披露するほか、与えられた役を即興で演じる“即興芝
居劇 ももたろう”に挑戦するなど、青春がよみがえる”学園祭”ならではの企画
が満載! 舞台裏の貴重映像も交えた120分のスペシャル特番です。

10/14（土） よる8時  ◆再放送 10/23（月） よる7時

【出演者】  松原健之 ⁄ ジェロ ⁄ 純烈
花園直道(スーパー日舞) ⁄ はやぶさ
パク·ジュニョン ⁄ 川上大輔

「演歌男子。学園祭LIVE in 浅草」
大鵬薬品スペシャル

©新歌舞伎座（撮影：江川誠志）

民謡で鍛えた力強い歌声で、聴く者の心を揺さぶり虜にする演歌歌手·福田こうへい。 
9月に、大阪·新歌舞伎座にて開催された座長公演から、「福田こうへいコンサート
2017」の模様をお届けします。 圧巻の歌唱はもちろん、会場を笑いで満たすユーモア
たっぷりのトークも必見です。 

10/24（火） よる7時

福田こうへい
 コンサート2017
 IN 新歌舞伎座
独占放送！

歌謡ポップ
スチャンネ

ル発

オリジナル
イベント

1960年代後半から1970年代にかけてGSの王者として華々しく活躍していた
「ジャッキー吉川とブルーコメッツ」の中野サンプラザでのファイナルコンサート
の模様を独占放送! コンサートにはファイナルにふさわしい豪華ゲストが登場。
また、番組では独占インタビューを交え、GSの
王者として若者から大人まで幅広い人気を
誇った彼らの魅力を改めて紐解いていきます。

 10/8（日） 午後6時  ◆再放送 10/18（水） 午前10時 ほか

【ゲスト】宇崎竜童 ⁄ 尾藤イサオ

独占
放送
！ ！

ベストヒット演歌　
福田こうへい特集

福田こうへいの過去のヒット曲から最
新曲まで、シングル曲のプロモーション
ビデオをフルコーラスでご紹介します。

ベストヒット演歌　
10/1（日） 午前10時 ほか

11月放送決
定！

撮影：月刊ミュージック☆スター編集部

「福田こうへい 
三陸ツアー2017」

  ～がんばろう三陸 復興支援～
10月の「福田こうへい三陸ツアー2017~がんばろう
三陸 復興支援~」の模様を独占放送!



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。

10/1（日） #15  榊原郁恵／沢田研二／渡辺真知子ほか
  （NHK放送：1980年2月10日）

10/8（日） #28  チェッカーズ／中村あゆみ／桑田靖子ほか
  （NHK放送：1985年1月27日）

10/15（日） #6  シブがき隊／松本伊代／岩崎宏美ほか
  （NHK放送：1984年7月1日）

10/22（日） #2  松本伊代／少年隊／中森明菜ほか
  （NHK放送：1985年3月31日）

10/29（日） #29  松田聖子／近藤真彦／堀ちえみほか
  （NHK放送：1983年10月30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、楽しいトークと趣向を
凝らした歌を繰り広げるバラエティショー。 
今月は歌謡ポップスチャンネルでは初放送のエピ
ソードをお届けします。

新しい音楽を追求し続けた男 
“加藤和彦”。ザ·フォーク·クル
セダーズから始まり、日本の音
楽に革命を起こし続けた彼の
ミュージックシーンへの貢献
は計り知れません。加藤が与
えた音楽シーンへの影響とは?
伝説のロックバンド「サディス
ティック·ミカ·バンド」には加藤
の想いが込められていました。
加藤が描いた「時代を先取っ
た音楽」を紐解いていきます。

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…。

#6 加藤和彦
10/9（月・祝） よる10時 ほか

ストーリーテラー 吉田栄作

第1・3水曜  午後6時 ほか
演歌界で注目の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。新コー
ナー『クイズ「イントロ一丁」～サビ抜きで～』には水田
竜子、大沢桃子、桜井くみ子も参戦。 
  協力：一般社団法人 日本音楽事業者協会

#1310/4（水） 西尾夕紀／永井裕子／松川未樹
西尾夕紀／永井裕子／松川未樹#1410/18（水）

ビッグショー 加山雄三　
海よ、俺の夢を！

10/10（火） 午前10時 ほか

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。

ⒸNHK

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。

毎週火曜  よる10時 ほか

第2・4月曜  午後6時 ほか
宮本隆治がお届けする演歌・歌謡曲情報バラエティ番組。 
毎回、豪華歌手をゲストに迎え、フルコーラスの歌唱ステー
ジやトークを繰り広げていきます。 リニューアル後は、新ア
シスタントに相田翔子を迎え、ゲストの音楽のルーツやヒッ
ト曲にまつわるエピソードなど、より音楽性にクローズアッ
プした内容でお送りします。 他にも新コーナーや演歌・歌
謡曲に関する情報が盛りだくさんの60分です。

1988年から1991年までNHKで放送された
若者向けの音楽番組。ニューミュージック、ロッ
クからトップアイドルのニューヒットまで、ジャン
ルを超えた音楽に出演者のトークやメッセージ
を織り込んだスタジオショー。

MC: 宮本隆治
アシスタント: 相田翔子

10/9（月・祝）  午後6時 ほか #123  中村美律子
10/23（月）  午後6時 ほか #124  長山洋子

10/6（金）  よる10時 ほか
#1  ♪MOON／レベッカ　♪MAYBE BLUE／ユニコーン ほか

（ＮＨＫ放送日：1988年4月9日）　
10/20（金）  よる10時 ほか 
#2  ♪ジャングルダンス／荻野目洋子　♪浪漫飛行／米米CLUB ほか

（ＮＨＫ放送日：1988年4月23日）　

新番組

木曜  午後6時
ⒸNHK

10/12（木）　　　 #9  萩本欽一（NHK放送日：2005年11月14日）

10/26（木）　　　 #10  由紀さおり（NHK放送：2006年1月30日）

10/5（木） ほか　　　 #35  ガッツ石松（NHK放送日：2005年5月16日）

新エピソード

加山雄三が登場。ウクレレを弾きながら「お嫁におい
で」でオープニングを迎えると、「ある日渚に」「俺は海
の子」など自身が作曲した楽曲を披露します。 また、
ピアノを弾きながら歌唱する「海 その愛」は必見。
加山雄三に誘われ「海」にまつわる歌の世界を堪能で
きる、ステージショー。 （ＮＨＫ放送日：1977年7月24日）

10/3（火）  #27   1990年…秋  
♪告白／竹内まりや　♪水に挿した花／中森明菜 ほか

10/10（火） #28   1991年…秋  
♪ALONE／B'z　♪ヒゲとボイン／UNICORN ほか

10/17（火）  #29   1992年…秋  
♪Good Luck My Love／氷室京介　
♪Blue Moon Blue／今井美樹  ほか

10/24（火）  #30   1993年…秋  
♪いつも上機嫌／高橋ひろ　♪ジャングル･スウィング／山下達郎  ほか

10/31（火）  #31   カクテルＳＯＮＧＳ  
♪カルアミルク／岡村靖幸　♪ラ・ヴィアンローズ／吉川晃司 ほか

ⒸNHK
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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。
10/4 深夜1時〜翌7時 JCOM新宿区一部エリア

 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 知里のミュージック

エッセンスPartII
煌く日本の歌手

〜わが心の演歌〜 わが心の演歌 歌う！セールスマン OKINAWA MONDE W・ALKER

政経マネジメント塾とちぎ発！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〜

新着！
ビデオクリップ

9
インフォメーション

日本のこころ ふるさとの歌

10
演歌男子。2

※②闘え！演歌男子。舞台裏ドキュ
メント 〜リングにかけた男子たち〜

煌く日本の歌手
〜わが心の演歌〜

※⑩㉔ビッグショー
加山雄三

新着！
ビデオクリップ

※⑱ジャッキー吉川＆ブ
ルーコメッツファイナル公演
in 中野サンプラザ ( 〜 12:00)

⑤⑲車で旅する歌謡曲
⑫㉖みんなの県民
ＳＯＮＧ！〜秋田うた
旅情編〜

時代を映す
名曲アルバム 演歌売れ筋 

ランキング

ベストヒット演歌
福田こうへい

インフォメーション ベストヒット演歌
大月みやこ新着！ビデオクリップ ミニ

11
時代を映す

名曲アルバム
※⑨この人 

三橋美智也ショー

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〜

うた紀行
〜懐かしい歌 彩る情景〜

インフォメーション
演歌女子。

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

12
ベストヒット演歌

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ20
車で旅する歌謡曲

1
煌く日本の歌手〜わが心の演歌〜 演歌女子。

インフォメーション 新着！ビデオクリップ ミニ
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
うた紀行

〜懐かしい歌 彩る情景〜
クリス松村の注文の多いレコード店
※①しゃべくりDJ ミュージックア
ワー！総集編

車で旅する歌謡曲 永遠のロッカーたち
※⑧㉒懐メロ♪ ドライブミュージ

ック〜北海道編〜

4 わが心の演歌 歩きながらソング ジャストポップアップ
※①水道橋博士の８０年代伝説

4:30〜インフォメーションインフォメーション

5
ベストヒット演歌 ⑦㉑煌く日本の歌手

〜わが心の演歌〜
⑭㉘ビッグショー 

加山雄三

水道橋博士の80年代伝説
※①70's80's JUKEBOX
〜私たちが選ぶこの10曲〜 (〜6:00)

演歌の花道 インフォメーション

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

演歌男子。２
オリコン

演歌＆歌謡
トップ20

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０
※⑧ジャッキー吉川＆

ブルーコメッツ
ファイナル公演in中野サンプラザ

歩きながらソング 歩きながらソングインフォメーション インフォメーション

7  新着！
 ビデオクリップ ＵＳＥＮ 演歌ランキングトップ20

 ※㉔福田こうへい
 コンサート 2017 
 IN 新歌舞伎座
 8:30 〜 ベストヒット演歌
 福田こうへい

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

※㉗ジャッキー吉川＆
ブルーコメッツ ファイナル

公演in中野サンプラザ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〜

 ⑦山内惠介デビュー
 15周年記念リサイタル 
 9:30〜 歩きながらソング
 ⑭大鵬薬品スペシャル
 「演歌男子。 学園祭
 LIVE in 浅草」
 ㉑宮本隆治の歌謡ポップス☆
 一番星コンサート2016
 ㉘三山ひろし 密着ドキュメ
 ント  9:00〜 三山ひろしの
 「歌い継ぐ！ 昭和の流行歌」

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
懐メロ♪ ドライブ
ミュージック〜北海道編〜
※⑨㉓永遠のロッカーたち ツメ折り！

カセットソング

④しゃべくりDJ ミュージッ
クアワー！総集編 
⑪⑱㉕クリス松村の注文の
多いレコード店

水道橋博士の
８０年代伝説 ジャスト

ポップアップ 新着！ビデオクリップ
 

レッツゴーヤング②⑨しゃべくりDJ ミュージッ
クアワー！総集編 
⑯㉓㉚懐メロ♪ ドライブミュ
ージック〜九州編〜

懐メロ♪
ドライブミュージック

〜南東北編〜
なぎらＴＶ 

あの時代を語れ！

11 なぎらＴＶ あの時代を語れ！ 懐メロ♪ドライブミュージック
〜南東北編〜 70年代 女性アイドルソング・

ベスト100 ※㉕80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

懐メロ♪ ドライブミュージック 〜九州編〜
※⑥しゃべくりDJ ミュージックアワー！総集編 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
 ①㉙中森明菜ベスト20
 ⑧小泉今日子ベスト20
 ⑮中山美穂ベスト20
 ㉒松田聖子ベスト20

僕たちの青春ソングス クリス松村の注文の多いレコード店 クリス松村の注文の多いレコード店

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〜
懐メロ♪ ドライブミュージック

〜南東北編〜

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！ ④⑱政経マネジメント塾

⑪㉕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 virtual trip

2
OKINAWA MONDE W・ALKER

わが心の演歌クロ女子白書 ハワイ・ローカルトーク 
さつま狂句 山日和 さつま狂句山日和 僕たちの青春ソングスインフォメーション

②川中美幸 ⑨演歌男子。2017
特集1 ⑯福田こうへい ㉓ジェロ 
㉚水森かおり特集1

③天童よしみ ⑩演歌男子。
2017 特集2 ⑰大月みやこ 
㉔角川博 ㉛水森かおり特集

④ジェロ ⑪水森かおり特集1 
⑱五木ひろし ㉕香西かおり

⑤角川博 ⑫水森かおり特集2 
⑲川中美幸 ㉖演歌男子。2017 
特集1

⑥香西かおり ⑬水森かおり
特集3 ⑳天童よしみ ㉗演歌
男子。2017特集2

②演歌男子。2017特集1 ⑨福田こうへい 
⑯ジェロ ㉓水森かおり特集1 ㉚五木ひろし

③演歌男子。2017特集2 ⑩大月みやこ  
⑰角川博 ㉔水森かおり特集2 ㉛川中美幸

④水森かおり特集1 ⑪五木ひろし 
⑱香西かおり ㉕水森かおり特集3

⑤水森かおり特集2 ⑫川中美幸  
⑲演歌男子。2017特集1 ㉖福田こうへい

⑥水森かおり特集3 ⑬天童よしみ  
⑳演歌男子。2017特集2 ㉗大月みやこ

②五木ひろし ⑨香西かおり ⑯水森かおり
特集3 ㉓天童よしみ ㉚演歌男子。2017特集2

③川中美幸 ⑩演歌男子。2017特集1 
⑰福田こうへい ㉔ジェロ ㉛水森かおり特集1

④天童よしみ ⑪演歌男子。2017特集2 
⑱大月みやこ ㉕角川博

⑤ジェロ ⑫水森かおり特集1 
⑲五木ひろし ㉖香西かおり

⑥角川博 ⑬水森かおり特集2  
⑳川中美幸 ㉗演歌男子。2017特集1

⑨昭和歌謡
バトル☆
闘え！
演歌男子。
㉓大鵬薬品 
スペシャル

「演歌男子。 
学園祭
LIVE in 
浅草」 

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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