
天国のキッス

青い珊瑚礁

秘密の花園

赤い
 スイートピー 風立ちぬ

裸足の季節

白いパラソル
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星空のドライブ LOVE SONG

星空のドライブ

夏の扉
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聴 き た い 歌 が  こ こ に あ る

スナック寿美
～浅草で “春よ来い”～

五木ひろし
大特集 第3弾
シリーズ歌謡ロマン
ベストヒット演歌

ザ・スター 松田聖子
スペシャル

T h e  S t a r  M A T S U D A  S E I K O  S P E C I A L

特番



T h e  S t a r  M A T S U D A  S E I K O  S P E C I A L

＜出演者＞ 田川寿美／西寄ひがし
＜ゲスト＞ グッチ裕三／はやぶさ
提供：日本コロムビア株式会社

シリーズ歌謡ロマン
五木ひろしの歌手人生を、名曲歌唱と本人のエピソードトークでたどる。

ザ・スター 松田聖子スペシャル
振り向けば･･･聖子

Ⓒフジテレビジョン

9/23（日・祝） 午後5時30分   

9/22（土） 午後4時   

1983年に関東限定で放送された、伝説の音楽番組「ザ·スター」から松田聖子スペシャル
の回を独占放送! 「裸足の季節」「赤いスイートピー」などの名曲が18曲も並ぶほか、博多
弁で挑む『明太子ジョッキー』や『セクシー聖子のナイトナイトジョッキー』など番組なら
ではのコーナーも。放送当時、デビュー4年目· 21歳を迎えたフレッシュな松田聖子をたっ
ぷりとご堪能ください。(フジテレビ放送日:1983年4月23日)

昨年放送した「スナック寿美」の第2弾! 今回はお店を
飛び出し、田川寿美ママと新バーテンダー西寄ひがし
が浅草の街を散策。人 と々触れ合いながら、歌あり! 
笑いあり! 感動あり! のスペシャルな30分番組をお届
けします。

★レッツゴーヤング  松田聖子出演回をお届けします！ 9/9（日） 午後5時  #31 午後6時  #38 9/23（日・祝）午後4時  #34

★しゃべくりDJ クリス松村のミュージックアワー！！松田聖子編  9/9（日） 午後4時 ほか  

★女性アイドルソングシリーズ 松田聖子 9/16（日） 午後4時 ほか

★懐メロ♪ ドライブミュージック～東海編～ #5～8 松田聖子特集 9/3（月）～9/6（木） 深夜0時 ほか
レッツゴーヤング ⒸNHK

4カ月連続  444444カ月連続  カ月連続  44444カ月連続  4カ月連続  4カ月連続  カ月連続  4カ月連続  カ月連続  カ月連続  五木ひろし大特集！！
第3弾

「よこはま·たそがれ」から48年。今
年70歳を迎え、ますます多方面で活
躍を続ける歌謡界のレジェンド、五木
ひろしを特集。
＜歌唱曲＞
♪わすれ宿 
♪恋歌酒場 
♪ＶＩＶＡ・ＬＡ・ＶＩＤＡ！
～生きてるっていいね！～ ほか

ベストヒット演歌  五木ひろし特集
ヒット曲や8月発売の新曲ミュージックビデオを紹介。

9/7（金） #280  午後4時 ほか 9/21（金） #281  午後4時 ほか 

「スナック寿美」シリーズ第2弾!

スナック寿美
～浅草で“春よ来い”～

聖子ファンに熱狂的な支持をうけた伝説の番組！BS・CS初放送！

シリーズ番外編！クリス松村が
松田聖子の魅力をしゃべくり倒す！

午後4時45分  #29

このほかにも松田聖子関連番組が盛りだくさん！このほかにも松田聖子関連番組が盛りだくさん！

【歌唱曲】
♪裸足の季節
♪青い珊瑚礁
♪風立ちぬ
♪赤いスイートピー

♪チェリーブラッサム
♪渚のバルコニー
♪天国のキッス ほか

CS
初放送

五木ひろしの歌手人生を、ヒット曲と知
られざるエピソードでたどる。下積み時
代、作詞家·山口洋子との出会い、スター
歌手としての挑戦、他界した母親への思
いなどを語り、代表曲を披露する。 

#1  午後4時 旅立ち ＜歌唱曲＞♪よこはま・たそがれ♪夜空 （NHK放送日：2012年5月4日）

#2  午後4時15分 飛翔 ＜歌唱曲＞♪千曲川♪浜昼顔 （NHK放送日：2012年5月11日）

#3  午後4時30分 挑戦 ＜歌唱曲＞♪おまえとふたり♪細雪（NHK放送日：2012年5月18日）

#4  午後4時45分 絆 ＜歌唱曲＞♪契り♪おふくろの子守歌 （NHK放送日：2012年5月25日）

9/8（土） ほか

©NHK



Ⓒテレビ東京

氷川きよしがグッチ裕三と繰り広げるバラエティ番組。
ゲストは真矢みき。トークコーナーでは元・宝塚花組
トップの真矢がどうして男役を演じるようになったの
か、また男役になるための努力などについて語ります。

ⒸNHK

“ばたやん”の愛称で親しまれた
田端義夫が登場。トレードマー
クでもあるギターを抱えながら名
曲を熱唱します。

「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。

今回のテーマは「せつない別れの名曲集」。前川清が「恋
唄」を、坂本冬美がテレサ・テンの「空港」を熱唱します。

1988年から1991
年までNHKで放
送された若者向
けの音楽番組。

田端義夫　
ギターかかえて　37年
9/5（水） 午後4時 ほか

テレビで観るラジオ風音楽番組「しゃべくりDJ」。第4シーズンのDJを務めた浅香
唯と大槻ケンヂがついに共演！メジャーデビューは浅香唯が3年先輩、けれど年齢
は大槻ケンヂが3つ上。これまでほとんど接点のなかった2人がおくる、どう転ぶか
想像の出来ないコラボレーションにご期待ください。

小林旭が登場!

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
コミ情報を元に禁断の暴露トークを繰り広げます。

＜出演者＞

最上川司／エドアルド／伊達悠太
＜歌唱曲＞
♪司の冷たい肉そば音頭／最上川司
♪じょんがらひとり旅／エドアルド
♪俺とカモメと日本海／伊達悠太

9/6（木）
午後4時30分 ほか  
#11

＜歌唱曲＞
♪今は花／最上川司
♪来し方の宿／エドアルド
♪なみだ雪／伊達悠太

9/20（木）
午後4時30分 ほか  
#12

＜歌唱曲＞♪And all that Jazz／グッチ裕三・氷川きよし ・真矢みき 
♪雨のバラード ♪きよしのドドンパ／氷川きよし

9/4（火） 午後4時 ほか  #46

9/18（火） 午後4時 ほか  #110

ⒸNHK

#366   小林旭／大月みやこ
9/6（木） 午後4時 ほか（テレビ東京放送日：1996年3月17日）

＜歌唱曲＞♪海のジプシー ♪かえり船 ♪大利根月夜 ほか

＜歌唱曲＞♪恋唄／前川清 ♪空港／坂本冬美 ♪おんなの朝／美川憲一 ほか

#367   チョー・ヨンピル／高山厳／加門亮
9/20（木） 午後4時 ほか（テレビ東京放送日：1996年3月24日）

#11   小林幸子／なぎら健壱
9/3（月） 

（NTV放送日：
1990年6月16日）

よる10時30分 ほか

#12   清水ミチコ／堀内孝雄
9/17（月・祝） 

（NTV放送日：
1990年6月23日）

よる10時30分 ほか

ⒸNTV

©NHK

（NHK放送日：
1976年4月18日）

（NHK放送日：
2007年5月3日）

（NHK放送日：
2007年5月22日）

#14 宇崎竜童9/3（月） よる10時 ほか

ダウン・タウン・ブギウギ・バ
ンド「港のヨーコ・ヨコハマ・
ヨコスカ」で鮮烈な大ヒッ
トを飾った宇崎竜童。その
後は山口百恵の「横須賀ス
トーリー」に代表されるよう
に歌謡界で多くのヒット曲
を生み出した。宇崎竜童の
存在は、アンダーグラウン
ドだったロックと日本の歌
謡界を結びつけていった。
アイドルソングや演歌など
さまざまな楽曲を制作して
も、彼の根底には常にロッ
クがあった。宇崎が語る
ロックンロールとは？

ストーリーテラー 
吉田栄作

「背中あわせの夢」をテー
マにし「夢ん中」「ついて
来るかい」「さすらい」「腕
に虹だけ」を熱唱します。

ⒸNHK

プリンセス プリンセス／ZIGGY／岡村靖幸 ほか
9/7（金） （NHK放送日：

1989年12月2日）よる10時 ほか#23

GO-BANG'S／NORMA JEAN／VOW WOW ほか
9/21（金） （NHK放送日：

1990年6月2日）よる10時 ほか#24

伝説のバンド「アリス」で活躍し、ソロデビュー後も
数々のヒット曲を世に送り出し続けてきた堀内孝
雄が自身の音楽人生を名曲とともに振り返ります。
＜歌唱曲＞♪影法師 ♪空蝉の家♪みんな少年だった

国境を越えて全世界へと活動の幅を広げ、海外公
演やロックフェスなどで日本の”演歌”を新しいカタ
チで発信し続けている神野美伽の音楽に迫ります。
＜歌唱曲＞♪いちから二人 ♪奴さん ♪リンゴ追分

#145   堀内孝雄
9/3（月） 午後4時 ほか

#146   神野美伽
9/17（月・祝） 午後4時 ほか

宮本隆治が相田翔子とお届けする
演歌·歌謡曲情報バラエティ番組。

#279 氷川きよし9/3（月） 午後6時 ほか

2000年に『箱根八里の半次郎』で デビュー。またたく間に人気は頂点に達し、同
年のNHK紅白歌合戦に初出場、その後2017年まで連続出場を続ける。演歌のみ
ならず、今や日本歌謡界のトップアーティストとして走り続ける氷川きよしのミュー
ジックビデオを60分で特集します。
＜紹介曲＞♪勝負の花道 ♪男の絶唱 ♪男花 ほか　※曲名は変更になる場合があります。

ベストヒット演歌
氷川きよし

氷川きよしを特集！

1991年のヒットナンバー9/5（水） よる10時 ほか  #1

1980年のヒットナンバー9/19（水） よる10時 ほか  #2



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 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 舞妓みらくる ※⑧㉙山日和◇舞妓

7
週刊カセット

演歌ベスト20

わが心の演歌 ⑤⑫演歌女子。
⑲㉖インフォメーション

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

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～

昭和スター列伝
⑥遠藤実 ⑬越路吹雪
⑳森繁久彌 ㉗近江俊郎

時代を映す名曲アルバム
昭和スター列伝

②霧島昇 ⑨遠藤実
⑯越路吹雪 ㉓森繁久彌

㉚近江俊郎

9
インフォメーション ※⑰オリコン演歌＆歌謡スペシャル2018 上半期トップ50 (～1:00) 60年代　

僕たちの青春ソングス
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 

③⑱北山たけし ④⑲前川清 ⑤⑳島津亜矢 ⑥㉑演歌男子。2018 ⑩㉕氷川きよし ⑪㉗小林幸子 ⑫㉘竹島宏 
⑬吉幾三 ⑭石原詢子 ⑰坂本冬美 ⑦㉔演歌女子。2018 ㉖五木ひろし特集1

歩きながらソング

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
懐メロ♪ ドライブミュージック

⑨⑯㉓～北関東編～
②～北海道編～

㉚～箱根・伊豆編～

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～

④⑪きよしとこの夜
⑱㉕NHK歌謡コン
サート

⑤⑫ビッグショー 
田端義夫

⑲㉖昭和スター列伝
－田端義夫－

演歌の花道 ベストヒット演歌
⑦⑭五木ひろし特集 1
㉑㉘五木ひろし特集 2

①水森かおりコンサート2017
5:30～ 氷川きよしニューアル
バム記念スペシャル 
⑧シリーズ歌謡ロマン
5:00～ ベストヒット演歌　
五木ひろし特集1
⑮演歌男子。フェスティバル2015 
㉒スナック寿美
～浅草で“春よ来い”～
4:30～ 氷川きよし ニューアル
バム発売記念スペシャル 
5:00～ ベストヒット演歌
氷川きよし
㉙演歌男子。フェスティバル2016

ジャストポップアップ
※⑨しゃべくりDJ クリス松村
のミュージックアワー！！
※⑯女性アイドルソング
シリーズ 松田聖子 (～7:00)
※㉓レッツゴーヤング (～5:30)

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
③みんなの県民ＳＯＮＧ！
～島根うた旅情編～
6:00～ ベストヒット演歌　
氷川きよし
⑩水森かおり ふれあい 
コンサート2017
6:30～ わが心の演歌
⑰シリーズ歌謡ロマン
6:00～ ベストヒット演歌　
氷川きよし ㉔演歌男子。
フェスティバル2015

わが心の演歌 ②杉田二郎デビュー
50周年記念コンサート
⑨レッツゴーヤング
㉓5:30～ ザ・スター
松田聖子スペシャル
㉚ジャストポップアップ

インフォメーション

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
昭和スター列伝

①越路吹雪㉒㉙田端義夫
ビッグショー 

⑧五木ひろし⑮ 田端義夫インフォメーション

7
演歌の花道

※⑰宮本隆治の歌謡ポップス
☆一番星コンサート2016

 (～9:00)

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 
浅香唯 & 大槻ケンヂの
ミュージックアワー！！

※②しゃべくりDJ 大槻ケンヂ歩きながらソング

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

②永遠のロッカーたち
～名曲プレイリスト ゴダイゴ 

㉓㉚宇崎竜童 
⑨⑯永遠のロッカーたち

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～
※㉗㉘70's80's JUKEBOX ～私たちが選ぶこの10曲 夜も一生けんめい。

10

③⑩永遠のロッカーたち
⑰㉔永遠のロッカーたち
～名曲プレイリスト～

宇崎竜童 ツメ折り！
カセットソング

しゃべくりDJ 
浅香唯 & 

大槻ケンヂの
ミュージックアワー！！

永遠のロッカーたち
※㉗しゃべくりDJ クリス松村の
ミュージックアワー！！ ( ～ 11:00) ジャスト

ポップアップ

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

②⑯ジャスト
ポップアップ夜も一生けんめい。

⑥永遠のロッカーたち
～名曲プレイリスト～ 

上田正樹 
⑬ゴダイゴ ⑳宇崎竜童

演歌女子。
※㉒㉙わが心の演歌

11 70年代女性アイドルソング ベストテン
③⑬⑲㉕ 薬師丸ひろ子 ④⑩⑳㉖原田知世 ⑤⑪⑰㉗ 南野陽子 ⑥⑫⑱㉔斉藤由貴

⑦太田裕美 庄野真代 渡辺真知子 
青春ポップスコンサート
0:30～ 懐メロ♪ ミッドナイト
⑭栄光のグループサウンズ THE G.S 
㉑しゃべくりDJ クリス松村の
ミュージックアワー！！
0:00～女性アイドルソング
シリーズ 松田聖子（～1：30）
㉘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

②80年代女性アイドルソング 
ベストテン 菊池桃子 

⑨ 荻野目洋子 ⑯松本伊代 
㉓ 堀ちえみ ㉚ 早見優

0 懐メロ♪ ドライブミュージック ～東海編～
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 ベストヒット演歌 ①演歌女

子。2018 ⑧⑮五木ひろし特
集1 ㉒㉙五木ひろし特集2

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！
※㉕懐メロ♪ ～東海編～(～2:30) ⑤⑲政経マネジメント塾

⑫㉖たけおの鹿児島全力たび
目撃者ｆ※㉗ (～2:20)※⑥郷土劇場 

 (～2:20)※⑳たけおの鹿児島全力たび ⑦㉑きらり九州めぐり逢い
⑭㉘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
OKINAWA MONDE W・ALKER

2 原日出子の京さんぽ
virtual trip 煌く日本の歌手～わが心の演歌～

※㉙ナンデモ特命係 発見らくちゃく！
2:25 ～ OKINAWA MONDE W・
ALKER ( ～ 2:50)

クロ女子白書
山日和

さつま狂句 世界ローカルナビ※⑬舞妓 さつま狂句
インフォメーション 車で旅する歌謡曲※㉙2:50～ さつま狂句 懐メロ♪ ～箱根・伊豆編～※②～北関東編～

2018

9
[  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。
9/12 4:00～5:00 スカパー（CS110）329ch 
9/19 深夜1:00～翌7:00 JDS、JDS(i-HITS SD）、JC-HITS 
9/25 深夜0:00～翌6:00 スカパー（CS110）329ch　停波

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


	PG-2018.9_hyo1_0731
	PG-2018.9_hyo4_0731
	PG-2018.9_kakuban_0731
	PG-2018.9_tokusyu_0801

