
三橋美智也 二十三回忌追善
メモリアルコンサート 後編
〜 坂東玉三郎・小椋桂がミッチーに捧げる名曲たち〜

オリコン 演歌＆歌謡スペシャル2018
年間トップ100

8時間特番

3ヵ月連続特集 第1弾

中津川 THE SOLAR 
BUDOKAN 2018
FLY ING KIDS
JUN SKY WALKER(S)

島津亜矢
SINGER
コンサート2018
独占放送

3ヵ月連続「歌姫・島津亜矢特集」 第2弾
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聴 き た い 歌 が  こ こ に あ る



独占放送！

2018年のヒット曲がすべてわかる！

©テイチクエンタテインメント

オリコン
演歌＆歌謡スペシャル 2018 

年間トップ100

©NHK

#113  島津亜矢
（NHK放送日：2007年7月10日）

＜歌唱曲＞♪富士 ♪王将

12/18（火） 午後4時 ほか

毎年恒例！「オリコン演歌＆歌謡トップ20」の年末スペシャル版！ 演歌・歌謡曲ジャンルの
2018年オリコンシングルランキングＴＯＰ100をミュージックビデオで8時間たっぷりカウン
トダウン形式でお届けします。ランキング上位の歌手の皆さんからのコメントも必見です。

◆再放送 12/17（月）午後5時12/8（土） 午後4時   
三橋美智也のメモリアルコンサート。12月は後編をお送りします。
人間国宝・坂東玉三郎はシャンソンを、また小椋佳は自身が作曲した美空ひばりの
「愛燦燦」をカバー！また水前寺清子は「星屑の町」、小林幸子は「古城」など豪華
出演者が三橋美智也の名曲を中心に披露します。
＜出演者＞ 坂東玉三郎／小椋佳／水前寺清子／小林幸子／堀内孝雄
 岩本公水／三山ひろし／杜このみ    ＜司会＞宮本隆治

12/31（月） 午前9時   

8時間
特番

三橋美智也 二十三回忌追善
メモリアルコンサート
～坂東玉三郎・小椋佳がミッチーに捧げる名曲たち～

後編

3ヵ月連続
「歌姫・
島津亜矢
特集」
第2弾

歌唱力に定評のある演歌歌手・島津亜矢が、ロック・歌謡曲・洋楽などのあらゆ
るジャンルの音楽をカバーする「ＳＩＮＧＥＲ」シリーズのコンサート。
荘厳なパイプオルガン演奏による歌唱から、様々な名曲のカバーなど東京オペ
ラシティならではの貴重なコンサートをお楽しみください！
（2018年10月31日開催／東京オペラシティ）

島津亜矢
SINGERコンサート2018
 魂の歌声  東京オペラシティに響く！

◆再放送 12/24（月・祝）よる11時12/22（土） 午後4時   
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3カ月連続 
歌姫・島津亜矢特集の
放送を記念して、

島津亜矢のサイン入りグッズを
合計20名様にプレゼント！！

１．「タオル 歌怪獣（赤）」 5名様
２．「タオル 歌姫（ピンク）」 5名様
３．「島津亜矢2019年カレンダー」10名様

※詳しい応募方法は歌謡ポップスチャンネル
の放送、またはホームページをご覧ください。

0名様



月曜日
HANDSIGN 「この手で奏でるTV show」
火曜日
虹コンの2時じゃないんかぁぁい！ 
水曜日
P.O.Pのたのしいことばかりありますように 
木曜日
Mary's Blood 了解道中膝栗毛
金曜日
妹尾 武 「真夜中のピアニスト」
土曜日
中澤卓也
日曜日
I am KU ～物語はここから始まる～

◆再放送 12/21（金）よる11時12/16（日） 午後5時   

1988年に結成し、日本のファンクシーンを牽引するバンドとして、今なお、熱い支持を得て
いるFLYING KIDS。今回もFUNK魂溢れるライブで観客を沸かせた。番組ではメンバー
全員のインタビューと共に、ライブの模様をお届けします。＜セットリスト＞♪幸せであるように 
♪「風の吹き抜ける場所へ～Growin’Up,Blowin’In The Wind」 ほか ※曲目は変更になる場合があります。

FLYING KIDS  
SPECIAL in 中津川 
THE SOLAR BUDOKAN 2018

◆再放送 12/28（金）よる11時12/23（日・祝） 午後5時   

デビュー30周年を迎えた今も変わらぬ熱いロック魂で精力的にライブ活躍を行っているJUN 
SKY WALKER(S) 。今回のライブでも誰もが思わず口ずさんでしまうヒット曲を連発し、世代を
超えて大いに会場を沸かせた。番組では、VOCAL宮田和弥のインタビューと共に、ライブの模
様をお届けします。＜セットリスト＞♪歩いていこう ♪全部このままで ほか ※曲目は変更になる場合があります。

JUN SKY WALKER(S) 
SPECIAL in 中津川 
THE SOLAR BUDOKAN 2018

太陽光から生まれた電気でロックコンサートを行うという全国でも類をみないコンセプトの
大型フェス「中津川 THE SOLAR BUDOKAN 」。 今年も多くのアーティストが参加しました。
歌謡ポップスチャンネルではその中から5組をピックアップし、3ヵ月にわたって放送します！12月から

3ヵ月連
続特集  第1弾！

【予告】 
1月は藤巻亮太（レミオロメン）と
ストレイテナー、
2月はシシド・カフカが登場！！

12/9（日） 午後5時   

音楽プロデューサー武部聡志の鍵盤の元に、異なる時代にデビューし、ヒット曲を
放ってきたアーティスト達が集結した一夜限りのスペシャルライブを放送。今年デ
ビュー35周年を迎えた藤井フミヤの他、矢井田瞳、ｙｕｉ（FLOWER FLOWER）、
NakamuraEmiが出演。いずれ劣らぬ個性豊かなメンバーが、武部の鍵盤が紡ぎ出
す繊細かつリリカルな世界と融合を見せる。60分ver.の放送には含まれていなかっ
た♪CHE.R.RY／yui、♪My Sweet Darlin'／矢井田瞳、♪Another Orion／藤井
フミヤなど全9曲を加えた120分の完全版をお届け！ 

月曜～日曜  深夜1時   

深夜1時、新たな音楽に出会う時間「WOWOW PLUS MUSIC」。
12月は＃2～＃5を放送。ライブやインタビュー、ゲストを迎えて 
のセッションなど盛り沢山な内容でお送りします。TIMELESS SESSIONS

in YOKOHAMA  Produced by 武部聡志
藤井フミヤ・矢井田瞳・ yui (FLOWER FLOWER)・NakamuraEmi

【完全版】  WOWOW MUSIC Selection

虹のコンキスタドール

HANDSIGN

P.O.P

Mary's Blood

KU

中澤卓也

妹尾 武

曜日替わりで7組のアーティストが登場

特番

特番

シシド・カフカストレイテナー藤巻亮太

3カ月（11月～1月）連続企画



• 演歌おすすめ番組 •

12月は「涙のしずく」、「下町風情」をテーマに人気演歌
歌手が熱唱します。

Ⓒテレビ東京

氷川きよしが、グッチ
裕三とともに様々な
ジャンルのゲストを招
き、歌・料理・トーク・
ゲームなどを繰り広げ
るバラエティ番組。

五木ひろしが“先生”に扮し、歌の
世界のアレコレを熱血指導します。
（NHK放送日：2016年4月9日）

#372  八代亜紀／三船和子／神野美伽
（テレビ東京放送日：1996年5月19日）

12/6（木） 午後4時 ほか

#373  香西かおり／金田たつえ／瀬川瑛子
（テレビ東京放送日：1996年6月23日）

12/20（木） 午後4時 ほか

午後4時 ほか  #49   中尾ミエ12/4（火） 
（NHK放送日：2007年6月21日）

ひる0時   #39   上沼恵美子12/1（土） 
（NHK放送日：2007年1月25日）

ひる0時   #38   中村玉緒12/29（土） 
（NHK放送日：2006年8月31日）

宮本隆治がお届けする演歌・歌謡曲情報バラエティ番組。12月は
2018年の総集編を2回に分けてお送りします。スタジオでのトー
クや歌唱曲はもちろん、和田アキ子や前川清のスペシャルロケや五
木ひろしのスペシャル回もお届け。レギュラー番組では放送されな
かった未公開シーンも見逃せません！

12/3（月）  午後4時ほか 2018年総集編1#151

＜ゲスト＞ 小林幸子／奥村チヨ／美川憲一／和田アキ子／前川清／川中美幸／角川博／クミコ／丘みどり／三山ひろし

12/17（月）  午後4時ほか 2018年総集編2#152

＜ゲスト＞ 五木ひろし／堀内孝雄／新沼謙治／伍代夏子／神野美伽／石原詢子／北山たけし／秋元順子／福田こうへい

[総集編]

ⒸNHK

Ⓒ NHK

Ⓒ NHK

12月 豪華コンサートが目白押し！

12/2（日） 午後5時 ほか

半世紀の思いを込めて
グラシェラ•スサーナ

12/10（月） 午後5時

昭和歌謡バトル☆
闘え!演歌男子。

12/15（土） 午後4時 ほか

昭和歌謡コロシアム☆
合戦!演歌男子。

12/29（土） 午後4時

LIVE 2018
演歌男子。

12/30（日） 午後3時

ファイナルコンサートin中野サンプラザ

ジャッキー吉川&
ブルーコメッツ

12/7（金） よる11時

スペシャルライブ
グッチ裕三
~Thank You 40th Anniversary~

お正月も魅力的な
ラインナップでお届け！

新歌舞伎座
初座長

山内惠介
特別公演

メモリアル
コンサート

五木ひろし

70years
さらなる挑戦

リサイタル
2010 
挑戦

島津亜矢

©テイチクエンタテインメント

＜出演者＞  五木ひろし／山内惠介
竹島宏／市川由紀乃／丘みどり ほか

12/5（水） 午後4時 ほか #2



• 懐かしおすすめ番組 •
 

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。

ⒸNHK Ⓒ NHK

当時、「いっつみい」の愛称で親しまれていた名物アナウンサー、逸見政孝の司会で
おくる、トークと音楽でスターの意外な一面を紹介するバラエティーショー。

#17  アグネス・チャン／美川憲一  （NTV放送日：1990年7月28日）
12/3（月） よる10時30分 ほか

#18  吉村明宏／内藤やす子  （NTV放送日：1990年8月4日）
12/17（月） よる10時30分 ほか

ⒸNTV

#88 クリスマスSONGS（Vol.1）12/4（火）ほか
♪センチメンタルクリスマス／浜田省吾 ほか

#34 （NHK放送日：1981年11月15日）12/2（日） 
松田聖子／近藤真彦／松本伊代 ほか

1/1
（火・祝） 

#16 （NHK放送日：
1989年1月21日）TM NETWORK／BUCK-TICK ほか

#17 （NHK放送日：
1989年3月11日）聖飢魔II／PRINCESS PRINCESS ほか

1/2
（水） 

#18 （NHK放送日：
1989年3月18日）JUN SKY WALKER(S)／米米CLUB ほか

#19 （NHK放送日：
1989年5月6日）爆風スランプ／SHOW-YA ほか

1/3
（木） 

#20 （NHK放送日：
1989年7月15日）渡辺美里／PERSONZ ほか

#21 （NHK放送日：
1989年8月26日）聖飢魔II／バブルガム・ブラザーズ ほか

1/4
（金） 

#22 （NHK放送日：
1989年11月3日）UNICORN／大沢誉志幸 ほか

#23 （NHK放送日：
1989年12月2日）PRINCESS PRINCESS／岡村靖幸 ほか

#45 （NHK放送日：1983年5月15日）12/9（日） 
中森明菜／シブがき隊／堀ちえみ ほか

#38 （NHK放送日：1981年10月25日）12/16（日） 
松田聖子／桜田淳子／田原俊彦 ほか

#42 （NHK放送日：1982年1月24日）12/23（日・祝） 
松田聖子／三原順子／田原俊彦 ほか

#89 クリスマスSONGS（Vol.2）12/11（火）ほか
♪瞳を閉じたクリスマス／日高のり子 ほか

#90 クリスマスSONGS（Vol.3）12/18（火）ほか
♪THE CHRISTMAS SONG／竹内まりや ほか

#91 クリスマスSONGS（Vol.4）12/25（火）
♪クリスマス・イヴ／山下達郎 ほか

#112/3（月） 深夜0時 ほか
深夜0時 ほか
深夜0時 ほか
深夜0時 ほか

#212/4（火） 
#312/5（水） 
#412/6（木） 

平成はバンドブームと共に始まった！
平成元年のエピソード一挙放送

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。

今月は1991年のヒットナンバーをお届け！
コーナーのテーマは「ウィンターソングを極めよう！」

12/5（水） よる10時 ほか  #3

今月は1987年のヒットナンバーをお届け！
コーナーでは「昭和の偉大な作詞家・松本隆」に迫ります！

12/19（水） よる10時 ほか  #3

師走のイベントといえば、クリスマス。今月はクリスマス
SONGSをお届けします。 絶景のドライブルートを、当時カーステレオで聴いてい

た1970～1990年代初頭のサウンドと共に疾走します。
懐かしいスポーツカーの名車も続 と々登場!! クルマ好
きには必見のラインナップでお届け。今回はGMCユー
コンデナリで九州をドライブします。

80年代女性アイドルソング アルバム·コレクション

毎週火曜  よる10時

よる11時

年末年始一挙放送

10時間連
続

一挙放送

70年代女性アイドルソングベストテン

天地真理／南沙織／麻丘めぐみ／アグネス・チャン
桜田淳子／山口百恵／キャンディーズ／
太田裕美／岩崎宏美／榊原郁恵

12/30（日） 午後5時～深夜3時

80年代女性アイドルソング

松田聖子ベスト20／河合奈保子／薬師丸ひろ子
中森明菜ベスト20／原田知世／菊池桃子
斉藤由貴／本田美奈子.／南野陽子

12/31（月） 午後5時～深夜3時

12/3（月）ほか 本田美奈子. 12/4（火）ほか 薬師丸ひろ子
12/5（水）ほか 斉藤由貴 12/6（木）ほか 中山美穂

よる11時

ⒸNHKⒸ NHKⒸ NHK



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 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 京ことコト※①㉒山日和◇京ことコト

7 週刊カセット
演歌ベスト20

※㉛週刊カセット演歌 
2018年間ベスト20

わが心の演歌 車で旅する歌謡曲 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田端義夫 
㉗森繁久彌

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田端義夫 

㉚森繁久彌

9
インフォメーション ※㉛オリコン演歌＆歌謡スペシャル2018 年間トップ100 （～5:00） プレゼン！演歌男子。

※①⑧演歌男子。３
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２０
※㉚USEN演歌
ランキング2018 11 車で旅する歌謡曲 ※⑭㉖インフォメーション

12
煌く日本の歌手～わが心の演歌～ きよしとこの夜 

※⑧⑮NHK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
※㉚演歌売れ筋
ランキング2018 

年間トップ30

インフォメーション

1
ベストヒット演歌 

③⑭㉘長山洋子 ④⑱演歌男子。2018 ⑤⑲演歌女子。2018 ⑥⑳氷川きよし ⑦㉑五木ひろし特集 1 
⑩㉔五木ひろし特集2 ⑪㉕森進一 ⑫㉖石川さゆり ⑬㉗山内惠介 ⑰2018年紅白歌合戦 紅組歌手

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
※㉕演歌売れ筋
ランキング2018 

年間トップ30

ＤＡＭ演歌
カラオケ新曲
ベストテン

※㉖ＤＡＭ演歌カラオケ
新曲ベストテン2018年 

年間スペシャル

週刊カセット
演歌ベスト20

※㉗週刊カセット演歌 
2018年間ベスト20

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０
※㉘USEN演歌
ランキング2018 

年間トップ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
70's80's JUKEBOX

～私たちが選ぶこの 10 曲～
㉚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 （～5:00）

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

五木先生の
歌う！SHOW学校

みんなの県民ＳＯＮＧ！（～5:00）
⑲秋田うた旅情編 ㉖大分うた旅情編

演歌の花道 ベストヒット演歌
⑦⑭2018年紅白歌合戦　

紅組歌手
㉑㉘2018年紅白歌合戦　

白組歌手

①五木ひろしメモリアルコンサ
ート 70yearsさらなる挑戦
⑧坂東玉三郎・小椋佳がミッ
チーに捧げる名曲たち 後編
～三橋美智也二十三回忌追善
メモリアルコンサート～
5:00～みんなの県民ＳＯＮＧ！
～島根うた旅情編～ 
⑮昭和歌謡コロシアム☆
合戦！演歌男子。
㉒島津亜矢
SINGERコンサート2018
5:30～ わが心の演歌
㉙演歌男子。LIVE 2018

70年代男性アイドル
ソング ベストテン

②沢田研二 ⑨ 野口五郎
⑯西城秀樹 ㉓郷ひろみシリーズ歌謡ロマン

インフォメーション 特選！ ヒット演歌
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③島津亜矢
リサイタル2010 挑戦
⑩昭和歌謡バトル☆
闘え！演歌男子。
⑰坂東玉三郎・小椋佳がミッチ
ーに捧げる名曲たち 後編
～三橋美智也二十三回忌追善メモリアルコンサート～
6:00～ みんなの県民ＳＯＮＧ！
～島根うた旅情編～
㉔昭和歌謡コロシアム☆合
戦！演歌男子。
※㉛松田聖子ベスト20
6:30～河合奈保子ベストテン （～7:30）

わが心の演歌 
②グラシェラ・スサーナ（～6:30）
⑨【完全版】WOWOW MUSIC 
Selection TIMELESS 
SESSIONS in YOKOHAMA（～7:00）
中津川 THE SOLAR BUDOKAN 
2018 ⑯FLYING KIDS
㉓JUN SKY WALKER(S)
㉚天地真理ベストテン

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
※㉖演歌売れ筋
ランキング2018 

年間トップ30

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

演歌の花道 五木先生の歌う！SHOW 学校
ビッグショー（～ 7:00）
①近江俊郎 ㉒都はるみ 

㉙森繁久彌

ツメ折り！カセットソング
※②6:30～ 永遠のロッカーたち
～名曲プレイリスト～りりィ特集
※㉚70年代女性アイドルソング 
南沙織 ベストテン

特選！ ヒット演歌
インフォメーション 特選！ ヒット演歌
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時代を映す名曲アルバム

※㉛7:30～ 80年代女性
アイドルソング 薬師丸ひろ子
ベストテン （～8:30）

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～

しゃべくりDJのミュージックアワー！！
②㉓ダイアモンド ユカイ  
⑨⑯平松愛理 ㉚70年代女性アイ
ドルソング 麻丘めぐみベストテン歩きながらソング

8
60年代 僕たちの青春ソングス

週刊カセット演歌
ベスト20

※㉙週刊カセット演歌 
2018年間ベスト20

しゃべくりDJのミュージックアワー！
⑯㉓寺田恵子&諸星和己 ②寺田恵子 
⑨諸星和己 ※㉚70年代女性アイドルソン
グ アグネス・チャンベストテン （～9:00）

僕たちの青春ソングス ※㉛80年代女性アイドルソング 中森明菜ベスト20 （～10:00）
ツメ折り！カセットソング
※㉚9:00～ 70年代女性アイ
ドルソング 桜田淳子ベストテ
ン （～10:00）

9
70's80's JUKEBOXシリーズ ～私たちが選ぶこの10曲～
 ※⑳㉑㉕～㉘70's80's JUKEBOX ～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

※㉔70's80's JUKEBOX ～カテゴリ別 名曲プレイリスト～ （～11:00） 夜も一生けんめい。
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しゃべくりDJの
ミュージックアワー！

③諸星和己 ⑩⑰寺田恵子&諸星和己
㉛原田知世ベストテン （～11:00） ツメ折り！

カセットソング
しゃべくりDJ 平松愛理のミュ

ージックアワー！！
⑤⑫平松愛理

⑲㉖ダイアモンド ユカイ

ジャスト
ポップアップ レッツゴーヤング ＤＡＭ演歌

カラオケ新曲
ベストテン

レッツゴーヤング
※㉚70年代

女性アイドルソング 
山口百恵 ベストテン夜も一生けんめい。
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80年代女性アイドルソング アルバム･コレクション ③⑬⑲㉕本田美奈子. ④⑩⑳㉖薬師丸ひろ子

⑤⑪⑰㉗斉藤由貴 ⑥⑫⑱中山美穂  ㉔島津亜矢SINGERコンサート2018 （～0:30）
㉛80年代女性アイドルソング 菊池桃子ベストテン

⑦グッチ裕三 スペシャルライブ（～0:30） 
⑭グラシェラ・スサーナ（～0:30）
中津川 THE SOLAR BUDOKAN 2018
㉑FLYING KIDS ㉘JUN SKY WALKER(S) 

女性アイドルソング
②中山美穂（～0:30）
⑨山口百恵 ⑯南沙織
㉓岩崎宏美 ㉚キャンディーズ

0
懐メロ♪ドライブミュージック～九州編～Part2

※㉔24:30～ 永遠のロッカーたち～名曲プレイリスト～河島英五特集
※㉛80年代女性アイドルソング 斉藤由貴ベストテン

ツメ折り！カセットソング
※0:30～永遠のロッカーたち

～名曲プレイリスト～ 
⑦柳ジョージ ⑭ジョー山中

ベストヒット演歌 
①長山洋子 ⑧⑮2018年紅白
歌合戦 紅組歌手 ㉒㉙2018
年紅白歌合戦 白組歌手

懐メロ♪ ドライブ～ミッドナイト ハイウェイ編～
※㉚太田裕美ベストテン （～1:00）

僕たちの青春ソングス

1
WOWOW PLUS MUSIC -深夜１時の音楽タイム-  

Monday：HANDSIGN／Tuesday：虹のコンキスタドール／Wednesday：P.O.P／Thursday：Mary's Blood／Friday：妹尾 武／Saturday：中澤卓也／Sunday：KU　
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
⑫㉖敬天愛人

郷土劇場 ※⑥⑭目撃者ｆ
2:00～ virtual trip

2:15～ 山日和
※⑳㉘目撃者ｆ

昭和スター列伝 ①霧島昇
⑧遠藤実 ⑮越路吹雪 ㉒田端義夫
㉙ぐっ！ジョブ～九州ゲンキ主義経済～
1:55～ハワイ・ローカルトーク 
2:05～ クロ女子白書

ツメ折り！カセットソング
※㉚2:00～ 70年代女性アイ
ドルソング 榊原郁恵ベストテン

（～3:00）

ハワイ・ローカルトーク
※㉛2:00～南野陽子ベストテン （～3:00）OKINAWA MONDE W・ALKER

2 原日出子の京さんぽクロ女子白書 さつま狂句 世界ローカルナビ ※⑥京ことコト 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♪ドライブ ～九州編～

2018
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[  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。

※㉙わが心の演歌 ㉚岩崎宏美
ベストテン（～2:00） ㉛本田美
奈子.ベストテン（～2:00）

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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