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JuneNAONのYAON2018

女性ミュージシャンだけのロックフェスを
3時間独占放送！

 昭和歌謡コロシアム☆
合戦！演歌男子。
8組の若手イケメン歌手が出演！

第十九回 長良グループ

夜桜演歌まつり 
独占放送！！

年に1度の東京限定コンサートを全国の皆様へお届け！

第十九回 長良グループ

夜桜演歌まつり 
独占放送！！



山川豊、田川寿美、水森かおり、氷川きよし…演歌界のト
ップスターが都内23区を23年かけて巡る演歌の祭典。
今春、19番目の会場となった板橋区民文化会館での模様
をたっぷりお送りします。他にも藤野とし恵、椎名佐千子
などお馴染みの実力派に加え、岩佐美咲、はやぶさ、演
歌界で話題の大型新人･辰巳ゆうとが出演。番組では辰
巳ゆうとに注目。舞台裏の取材を通して、知られざる彼
の魅力に迫ります。また、ゲストにアニソン四天王の一人･
ささきいさお、ヒップフォークユニット･ビリケンを迎え、ス
テージを盛り上げます。

女性ロックバンド·SHOW-YAが主催する女性ミュージシャンだけのロック·フェス
「NAONのYAON 2018」の模様を独占放送! ゲストの早見優、中村あゆみなどがヒ
ット曲を披露。さらに、相田翔子と寺田恵子によるWinkなど、ここでしか観られない
コラボも必見! 今年は相川七瀬が山口百恵の「ロックンロール·ウィドウ」を、小柳ゆき
が光GENJIの「STAR LIGHT」をカヴァーするなど、80年代アイドルソングにフィーチ
ャーしたセットリストでお届けします。
〔 2018年4月29日(日·祝) ⁄ 東京·日比谷野外大音楽堂〕

 第十九回 長良グループ

夜桜演歌まつり独占放送！！
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◆再放送 6/18（月）午後5時
6/9（土） 午後4時   
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◆再放送 6/29（金）よる10時6/10（日） 午後5時   

▶ 初戦 はやぶさ VS 松尾雄史 [ プライドを捨てされ! にらめっこ対決 ]
▶第二戦 松阪ゆうき VS 真田ナオキ [ わさび寿司! ロシアンルーレット対決 ]
▶第三戦 松原健之 VS パク・ジュニョン [ どっちが長い? バランスボール対決 ]
▶最終戦 純烈 VS 徳永ゆうき [ 最終決着! 手押し相撲対決 ]

演歌･歌謡界で活躍する8組の若手イケメン歌手
”演歌男子”たちが、格闘技を彷彿させるリングで
大好きな昭和歌謡のサビをかけて対決をする新感
覚のバラエティショーの第2弾。勝者はその曲の
“サビ”を、敗者は“サビ以外”を熱唱します。さら
にそれぞれの最新曲歌唱や全出演者での名曲カバ
ーもお届けします。

6/23（土）  午後4時
<出演者＞
松原健之 純烈
はやぶさ パク・ジュニョン
松尾雄史 徳永ゆうき
松阪ゆうき 真田ナオキ  
<MC＞ 清野茂樹

対決



Ⓒテレビ東京
氷川きよしとグッチ
裕三が各界で活躍
する人物をゲスト
に迎え、楽しいトー
クと趣向を凝らし
た歌を繰り広げる
バラエティー番組。

ⒸNHK

1974年から1979年までNHK
で放送された歌謡番組。歌手
生活40年目を迎えた霧島昇が
登場。ゲストに倍賞千恵子を迎
えて「一杯のコーヒーから」など
をデュエットします。

懐かしい音楽と共に思い
出の地を走る人気音楽プ
ログラム。6月は北関東編。
緑 美しい 高 原を日産
180SXでドライブします。

「いっつみい」の愛称で親しまれて
いた逸見政孝の司会でおくる、トー
クと音楽のバラエティーショー。

音楽雑誌 「レ
コード・コレク
ターズ」で特集
され話題となった
「日本の女性ア
イドルソング・ベ
スト100」を参考
に、番組独自の
選曲によるヒッ
ト曲の数々をお
送りします。

霧島昇　
今こそ　わが歌を…
6/6（水） 午後4時 ほか

宮本隆治とアシスタントの相田翔子
がお届けする演歌・歌謡曲情報バ
ラエティ番組。今回は、内山田洋と
クール・ファイブのボーカルとして歌
手デビューしてから50周年を迎え
た前川清が番組初登場！！ 
スタジオを飛び出して、MC2人とと
もにロケを敢行。前川清の歌手生
活50周年を記念したスペシャル版
を前・後編にわたりお送りします。

1988年から1991年までNHKで放送された若者向けの音楽番組。今回はNHK
ホールでの公開収録回を放送。聖飢魔Ⅱ、米米CLUBなどの豪華な顔ぶれでステー
ジを盛り上げます。出演者揃ってお祭り騒ぎの「どうにもとまらない」は必見です！

1980年代後半にアイドル四天王と呼ばれ人気を博
した浅香唯が登場。シリーズ初の女性アイドルによ
るしゃべくりはどんなネタが飛び出すのか！

1980年代後半に筋肉少女帯でデビューした大槻
ケンヂが登場。独自の世界観を作り上げる大槻ケ
ンヂのしゃべくりは必見！

演歌・歌謡界で活躍する若手イケメン歌手の素顔を
暴く真相究明バラエティ！ 関係者から寄せられたタレ
コミ情報をもとに禁断の暴露トークを繰り広げます。

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···。

今月もアジアの歌姫“テレサ･テン”が登場!

6/6（水） よる10時 ほか  #2

6/20（水）よる10時 ほか  #2

#139 前編6/4（月） 午後4時 ほか
#140 後編6/18（月） 午後4時 ほか

#11 GARO6/4（月） よる10時 ほか

「学生街の喫茶
店」が大ヒットし、
フォークグルー
プとしてその名
を知られている
GARO。実は、
彼らは従来の
フォークではな
く、アコギで新しいスタイルのロック
を目指していた。やがて、ニュー
ミュージックの先駆者となった彼ら
が本当に目指した音楽とは何だった
のか、メンバーの大野真澄や当時の
関係者の証言をもとにひも解きます。

＜出演者＞

こおり健太／はやぶさ／一条貫太
＜歌唱曲＞
♪泣きみなと／こおり健太
♪蜘蛛男のダンス／はやぶさ
♪ふたりの始発駅／一条貫太

6/7（木）
午後4時30分 ほか  
#5

＜歌唱曲＞
♪季節のとなり／こおり健太
♪はやぶさロッキンGOGO! ／はやぶさ
♪潮風列車／一条貫太

6/21（木）
午後4時30分 ほか  
#6

しゃべくりDJ 
浅香唯の
ミュージックアワー！！

しゃべくりDJ 
大槻ケンヂの
ミュージックアワー！！

番組DJが70～90年代の音楽について独自の視点
でしゃべくり倒す、テレビで観るラジオ風音楽番組。

#43   錦織健
6/5（火）・12（火） 午後4時

#38   中村玉緒
6/29（金） 午後6時

ⒸNHK

#360   森進一／テレサ・テン
6/7（木） 午後4時 ほか （テレビ東京放送日：

1991年9月1日）

#361   森進一／山川豊／大川栄策
6/21（木） 午後4時 ほか （テレビ東京放送日：

1996年2月25日）

#5   小林克也／島倉千代子
6/4（月） 

（NTV放送日：
1990年5月5日）

よる10時30分 ほか

#6   杉本彩／安岡力也
6/18（月） 

（NTV放送日：
1990年5月12日）

よる10時30分 ほか

ⒸNTV
 ピンク・レディー6/4（月） 
 麻丘めぐみ6/5（火） 
 桜田淳子6/6（水） 
 石野真子6/7（木） 

（NHK放送日：2006年1月16日）

（NHK放送日：2006年8月31日）

よる11時 ほか

（NHK放送日：
1977年5月22日）

聖飢魔Ⅱ／PRINCESS PRINCESS
JUN SKY WALKER(S)／松岡英明
米米CLUB／De-LAX ほか

6/8（金） （NHK放送日：
1989年3月11日）よる10時 ほか#17

6/22（金） （NHK放送日：
1989年3月18日）よる10時 ほか#18

ⒸNHK

ストーリーテラー 
吉田栄作

6月は「過ぎし日々…」
「えりも岬…」がテー
マ。それに関連した
名曲をお送りします。

#1  6/4（月） 
#2  6/5（火） 
#3  6/6（水） 
#4  6/7（木） 

毎月第2月～木曜日 
24：00更新

前川清が番組初登場！

ガ ロ



月
4・11・18・25

火
5・12・19・26

水
6・13・20・27

木
7・14・21・28

金
1・8・15・22・29

 土
2・9・16・23・30

 日
3・10・17・24

6
歌謡最前線 知里のミュージックエッセンスPartII 清水節子と大森あきらの歌恋綴り 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！
日本のこころ　ふるさとの歌 舞妓 ※②㉚6:55～山日和 ※⑯山日和 6:55～舞妓

7
週刊カセット

演歌ベスト20

わが心の演歌 演歌女子。 プレゼン！演歌男子。
※㉘演歌の花道

ＤＡＭ演歌
カラオケ新曲
ベストテン

世界ローカルナビ 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～

若っ人ランドうた紀行
～懐かしい歌 彩る情景～

煌く日本の歌手
～わが心の演歌～ 歩きながらソング

8 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～

⑦⑭昭和スター列伝
－近江俊郎－

㉑㉘昭和スター列伝
－霧島昇－

時代を映す名曲アルバム
昭和スター列伝
－近江俊郎－

※㉔昭和スター列伝
－霧島昇－

9
インフォメーション プレゼン！演歌男子。

※㉚演歌の花道
うた紀行

～懐かしい歌 彩る情景～

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

演歌売れ筋
ランキング

聴かせて！
あなたのリクエスト　

視聴者が選ぶ
人気曲ランキング

週刊カセット
演歌ベスト20

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０

インフォメーション

10 オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０11 車で旅する歌謡曲

12
煌く日本の歌手～わが心の演歌～ NHK歌謡コンサート 特選！ ヒット演歌 ◇インフォ

インフォメーション

演歌売れ筋
ランキング

インフォメーション

1
ベストヒット演歌 ①⑫㉒吉幾三 (～2:00) ④⑬㉕石原詢子 (～2:00) ⑤⑮㉘演歌女子。特集１ ⑥⑱㉙森昌子  
⑦⑲松前ひろ子 ⑧⑳小林幸子 (～2:00)  ⑪㉑竹島宏 (～2:00)  ⑭㉖坂本冬美 (～2:00) ㉗北山たけし (～2:00) 歩きながらソング

ベストヒット演歌
⑤⑮㉘演歌女子。特集２ ⑦⑲増位山太志郎 ⑥⑱㉙山本譲二 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

週刊カセット
演歌ベスト20

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０

聴かせて！
あなたのリクエスト　

視聴者が選ぶ
人気曲ランキング

インフォメーション

3
③しゃべくりDJ 杏子 3:30～ しゃべくりDJ 
サンプラザ中野くん⑩しゃべくりDJ 杏子&
サンプラザ中野くん⑰しゃべくりDJ 総集編 
㉔懐メロ♪ ドライブ～マリンロード編～

4
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～

⑤⑫きよしとこの夜
⑲㉖NHK歌謡
コンサート

⑥⑬ビッグショー
霧島昇

⑳㉗昭和スター列伝
－霧島昇－

演歌の花道 ベストヒット演歌
①石原詢子

⑧⑮坂本冬美
㉒㉙北山たけし

②福田こうへい復興の歌声 
5:00～ 花王名人劇場 (～6:00)
⑨第十九回 夜桜演歌まつり
⑯山川豊 35周年コンサート
㉓昭和歌謡コロシアム☆
合戦！演歌男子。(～6:00) 
㉚田川寿美コンサート
～徳光和夫と語る名場面～

ジャスト
ポップアップ

※③クリス松村の注文の多い
レコード店 ※⑩しゃべくりDJ 
寺田恵子のミュージックアワー！

大鵬薬品スペシャル
「スクープ！演歌男子。」インフォメーション

5
④歌藝
～三波春夫リサイタル～ 
⑪福田こうへい復興の歌声
～三陸ツアー2017～ 
6:00～ 花王名人劇場 (～7:00)
⑱第十九回 夜桜演歌まつり
㉕山川豊 35周年コンサート

わが心の演歌 
③TOSHIHIKO'S 
ENTERTAINMENT 
抱きしめて to LATE SHOW
⑩NAONのYAON 2018 
(～8:00)
⑰30th Anniversary 
TOSHIHIKO TAHARA 
DOUBLE"T"TOUR
6:30～ 僕たちの青春ソングス
㉔ビッグショー 加山雄三
6:00～ 昭和スター列伝
－加山雄三－

インフォメーション わが心の演歌

6 ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０
演歌売れ筋
ランキング

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

きよしとこの夜
②昭和スター列伝
－近江俊郎－
⑨⑯ビッグショー 霧島昇
㉓㉚昭和スター列伝
－霧島昇－

わが心の演歌 ※④煌く日本
の歌手～わが心の演歌～ インフォメーション

7 演歌の花道
大鵬薬品スペシャル

「スクープ！演歌男子。」
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～

しゃべくりDJ 大槻ケンヂのミ
ュージックアワー！！
※⑰しゃべくりDJ 浅香唯のミ
ュージックアワー！！歩きながらソング

8
60年代  僕たちの青春ソングス

ＤＡＭ演歌
カラオケ新曲
ベストテン

永遠のロッカーたち 
※永遠のロッカーたち～名曲プ
レイリスト～ ③ザ・ゴールデン・カ
ップス特集 ㉔GARO特集

僕たちの青春ソングス ツメ折り！
カセットソング

9 70's 80's JUKEBOX ～カテゴリ別名曲プレイリスト～ 夜も一生けんめい。

10
④⑪永遠のロッカーたち
⑱㉕永遠のロッカーたち～名
曲プレイリスト～GARO特集 ツメ折り！

カセットソング

⑥⑬しゃべくりDJ 浅香唯
のミュージックアワー！！
⑳㉗しゃべくりDJ 大槻
ケンヂのミュージックアワ
ー！！

永遠のロッカーたち ※⑦しゃ
べくりDJ 杏子&サンプラザ中
野くん(～11:00)※⑭しゃべく
りDJ 総集編 (～11:00)

ジャスト
ポップアップ

※㉙NAONのYAON 2018
 (～1:00)

大鵬薬品スペシャル
「スクープ！演歌男子。」

レッツゴーヤング
夜も一生けんめい。

永遠のロッカーたち～名曲プ
レイリスト～ ㉑柳ジョージ特
集 ㉘ジョー山中特集

演歌女子。

11 70年代女性アイドルソング ベストテン
④⑭⑳㉖ピンク・レディー ⑤⑪㉑㉗麻丘めぐみ ⑥⑫⑱㉘桜田淳子 ⑦⑬⑲㉕石野真子

①クロスカヴァー・ソングシ
ョー ⑧俺ら東京さ行ぐだ
0:00～ 花王名人劇場
⑮抱きしめて to LATE 
SHOW ㉒懐メロ♪ドライブ
～北海道編～ 11:30～歩
きながらソング 0：00～ クロ
スカヴァー・ソングショー

週刊カセット
演歌ベスト20

70年代女性アイドルソング 
ベストテン
③南沙織 ⑩岩崎宏美 ⑰榊原
郁恵 ㉔キャンディーズ

0 懐メロ♪ ドライブミュージック ～北関東編～ Part2
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～

ツメ折り！
カセットソング

1
僕たちの青春ソングス  ⑳㉑㉒㉕㉖㉗㉘㉙永遠のロッカーたち～名曲プレイリスト～ ベストヒット演歌

②石原詢子 ⑨⑯坂本冬美
㉓㉚北山たけしぐっ！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！ ⑥⑳政経マネジメント塾

⑬㉗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

※①⑮プレミアム京都　
ほんまもん紀行 夏編

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 OKINAWA MONDE W・ALKER

2 原日出子の京さんぽ 煌く日本の歌手
～わが心の演歌～クロ女子白書 さつま狂句 世界ローカルナビ※⑦山日和※㉑舞妓みらくる さつま狂句

インフォメーション 車で旅する歌謡曲 懐メロ♪～北海道編～

2018

6
[  番組表  ]

演歌おすすめ番組

懐かしおすすめ番組
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。

PHS・IP電話のお客様は、
045-522-6648
受付時間：午前9時～午後6時

（年中無休※年末年始を除く）

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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