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聴 き た い 歌 が  こ こ に あ る

三山ひろし
新曲発売記念特番！
三山ひろしの「いろはカルタ」

島津亜矢 リサイタル2008 無双
～貫き通す一筋の道～

「歌姫・島津亜矢特集」第3弾3ヵ月連続

中津川 THE SOLAR BUDOKAN 2018
ストレイテナー
藤巻亮太

スペシャルLIVE 第2弾



2019年三山ひろし始動！

三山ひろしの新旧のヒット曲をお送りします。
♪いごっそ魂 ♪男の流儀 ♪四万十川 ほか

ベストヒット演歌 三山ひろし特集
1/25（金） 午後4時 ほか リクエストテーマ “三山ひろしと一緒に歌

いたい曲”を大募集！エピソードを添えて
ご応募ください。 2月の特集コーナーで
発表します。1/20（日）〆切り

2/9（土） 午後2時 ほか

三山ひろしの
「いろはカルタ」

◆再放送 1/12（土）午後4時、 1/21（月）午後5時1/9（水） 午後1時   
演歌歌手 三山ひろしが“ひとりカルタ”でトークを展開する60分！
自身の楽曲へ対する想い、昭和の流行歌や長編歌謡浪曲、大好きなけん玉やドローンの
話まで、「いろはカルタ」に書かれているさまざまなお題についてたっぷりと語ります。
また、2019年1月9日発売の新曲「望郷山河」のジャケット写真撮影や
ミュージックビデオ撮影の舞台裏もお届け！
ミュージックビデオのフルバージョンを歌謡ポップスチャンネルで初公開します。

えん歌の歌姫・島津亜矢が、2008年にNHK
ホールで開催したリサイタルを放送。「無双」を
テーマに掲げて繰り広げたステージの模様や、
島津亜矢本人が当時を振り返るインタビューも
お届けします。＜歌唱曲＞♪影を慕いて ♪川の流
れのように  ♪メリー・ジェーン ♪感謝状～母へ
のメッセージ～ ♪「鶴の恩返し」より おつう ほか

演歌歌手・大沢桃子のデビュー15周年を
記念したコンサート。歌の師匠はエレキの
神様・寺内タケシ、踊りの師匠は剣劇女優
のスター・浅香光代、そして演歌の世界で
は珍しいシンガーソングライター。異色づ
くしの演歌歌手・大沢桃子にしか生みだせ
ない歌の世界は必見です。
＜歌唱曲＞♪ふるさとの春 ♪椿の咲く港 ♪案山子 ほか

1/26（土） 午後4時

1/14（月・祝） 
午後5時

3ヵ月連続
「歌姫・
島津亜矢
特集」
第3弾

大沢桃子
デビュー15周年記念
～感謝のうたコンサート～

独占放送！

Ⓒテイチクエンタテインメント

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！！

※応募締め切り：1/31（木）

小林幸子 山内惠介島津亜矢美川憲一大月みやこ五木ひろし

／ 正月三が日はここでしか観られない豪華コンサートが盛り沢山！／

新曲発売記念特番

島津亜矢
リサイタル2008 無双
～貫き通す一筋の道～

● 五木ひろし メモリアルコンサート 70yearsさらなる挑戦 1/1（火・祝）午後3時

● 大月みやこ 2009秋のコンサート 1/2（水）午後1時

● 美川憲一  　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/2（水）午後2時30分

● 小林幸子 世界遺産「薬師寺」復興祈願コンサート 1/2（水）午後4時

● 島津亜矢 SINGERコンサート2018 1/3（木）午後3時

● 新歌舞伎座初座長 山内惠介特別公演 1/3（木）午後4時30分デビュー45周年記念スペシャルコンサート
ゲスト：コロッケ ほか



氷川きよしがグッチ裕三と繰り広げるバラエティ番組。

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。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。

1972年のヒット曲を
中心に紹介。

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。今回は転校生として指
原莉乃が登場！数々のアイド
ルソングを披露します。

1/9（水）
よる10時 ほか  #4

1/9（水） 午後4時 ほか  #3

1992年のヒット曲を
中心に紹介。                                                                          

1/23（水）
よる10時 ほか  #4

紅白出場が決定した純烈をゲス
トに迎え、お話を伺います。銭湯
イベントの様子もお届けします！
＜紹介曲＞
♪プロポーズ ほか

#153   純烈おめでとうSP
1/7（月） 午後4時 ほか

ゲストは増位山太志郎。両国ロ
ケでちゃんこ鍋を食べながらお
話を伺います。
＜紹介曲＞
♪港です 女です 涙です ほか

#154   増位山太志郎
1/21（月） 午後4時 ほか

1/6 (日)は歴代DJの第1話を一挙放送!  
午後4時~よる11時 

ゲスト：朝丘雪路＆宮本亜門

1/8（火） （NHK放送日：
2007年2月22日）

（NHK放送日：
2016年4月30日）

午後4時 ほか #50

70/80年代女性アイドルソング

＜歌唱曲＞
♪慕情／氷川きよし・朝丘雪路
♪銀座カンカン娘／氷川きよし ほか　

＜歌唱曲＞
♪古城／五木ひろし ♪箱根八里の半次郎／氷川きよし ♪まつり／北島三郎 ほか ⒸNHK

Ⓒ NHK

Ⓒ NHK

Ⓒ NHK

次回はいよいよコラボ回をお送りします。お楽しみに!
出演者： 五木ひろし／山内惠介／三山ひろし
 杜このみ／指原莉乃 (AKB48) ほか

「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。

稀代のアーティストたちが手がけ、新たなミュージック
シーンを創り出したきらめくヒットソングを特集。

1/7（月） よる11時 ほか 大瀧詠一 作品集
♪風立ちぬ／松田聖子 ほか

1/8（火） よる11時 ほか 尾崎亜美 作品集
♪春の予感／南沙織 ほか

1/9（水） よる11時 ほか 玉置浩二 作品集
♪サザン・ウインド／中森明菜 ほか

1/10（木） よる11時 ほか 細野晴臣  作品集
♪ガラスの林檎／松田聖子 ほか

テーマは「歌始め　新春夢
の名人戦」。
北島三郎、五木ひろし、氷川
きよし、水森かおり、川中美幸
が名曲の数 を々お届けします。

1/22（火） 午後4時 ほか  #114  

1/7（月） 
#19   渡辺正行／松尾和子 （NTV放送日：

 1990年8月18日）

よる10時30分 ほか

1/21（月） 
#20   森末慎二／坂本冬美 （NTV放送日：

1990年9月1日）

よる10時30分 ほか

ⒸNTV

©NHK

（NHK放送日：
2008年1月8日）

#374   島津亜矢 ほか
1/10（木） 午後4時 ほか

（テレビ東京放送日： 1992年2月9日）

#375   坂本冬美 ほか
1/24（木） 午後4時 ほか

（テレビ東京放送日：1996年4月14日）

#3   西城秀樹／近藤真彦 ほか
1/11（金） よる11時

（NHK放送日：1982年4月25日）

#19   シブがき隊／石川秀美 ほか
1/27（日） よる10時

（NHK放送日：1984年1月8日）

島津亜矢「演歌の花道」
初登場回！
「愛染かつらをもう一度」を
歌い上げます。

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。

Ⓒテレビ東京

藤巻亮太  SPECIAL in 
中津川  THE SOLAR BUDOKAN 2018
2000年に「レミオロメン」を結成。2003年にメジャーデビューし、「3月
9日」「粉雪」などのヒット曲を飛ばす。2012年からソロ活動を開始し
活動の幅を広げた。今回初めての出演となった中津川 THE SOLAR 
BUDOKAN 2018では極上のライブを披露。番組では、ライブ直後のインタビュー
と共に、ライブの模様をたっぷりとお届けする。♪太陽の下 ♪Summer Swing ほか  

1/27（日） 午後5時

1998年に結成し、ライブ活動を中心に成長を続けロッ
クバンドとして確固たる地位を築いた。中津川 THE 
SOLAR BUDOKANには4年連続で出演。番組では、
メンバー全員のインタビューと共に、熱いステージをお
届けする。♪REMINDER ♪シーグラス ほか

1/13（日） 午後5時 ◆再放送 1/25（金）よる11時

ストレイテナー  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」。今月はストレイテナーと藤巻亮太をお届け！

3ヵ月連続特集第2弾！

写真：上山陽介

※曲目は変更になる場合があります。 ※曲目は変更になる場合があります。



月
7・14・21・28

火
1・8・15・22・29

水
2・9・16・23・30

木
3・10・17・24・31

金
4・11・18・25

 土
5・12・19・26

 日
6・13・20・27

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 ⑤⑲いわさき白露ゴルフ◇京ことコト⑫㉖京ことコト

7 週刊カセット
演歌ベスト20

※⑦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～

※⑥昭和スター列伝－森繁久彌－
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
③近江俊郎 ⑩加山雄三

⑰霧島昇 ㉔遠藤実 ㉛越路吹雪

時代を映す名曲アルバム
 ※⑤ (～3:00)

⑥日本のこころ ふるさとの歌 
8:30～60年代 青春ソングス 
昭和スター列伝 
⑬加山雄三 ⑳霧島昇 ㉗遠藤実

9
インフォメーション プレゼン！演歌男子。 うた紀行～懐かしい歌 彩る情景～

※⑥わが心の演歌

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

※⑦オリコン演歌＆歌謡スペシャ
ル2018 年間トップ100 #4

演歌売れ筋
ランキング

※①⑧演歌売れ筋ランキ
ング2018 年間トップ30

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

※③⑩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
④USEN演歌ランキング

2018 年間トップ20

インフォメーション※⑥煌く日本の歌手～わが心の演歌～

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
※⑥うた紀行
10:30～ 車で旅する歌謡曲 
11:00～ プレゼン！演歌男子。 
11:30～ 演歌女子。11 車で旅する歌謡曲 ※⑨⑪⑯⑱㉓㉕インフォメーション

12
煌く日本の歌手～わが心の演歌～ NHK歌謡コンサート 

※㉖きよしとこの夜
特選！ ヒット演歌◇インフォ※⑥宮本
隆治の歌謡ポップス☆一番星 (～1:00) 

インフォメーション 演歌売れ筋
ランキング

※⑥1:00～ 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 (～3:00)

インフォメーション

1
ベストヒット演歌 ⑦㉑2018年紅白歌合戦紅組歌手 ⑧㉒2018年紅白歌合戦白組歌手 ⑩㉔氷川きよし 

⑪㉕五木ひろし特集1 ⑭㉘五木ひろし特集2 ⑮㉙森進一 ⑯㉚石川さゆり ⑰㉛山内惠介 ⑱長山洋子 ㉓北島三郎
①北山たけしファーストコンサート （～3:00） ②大月みやこ 2009秋のコンサート （～2:30） 

③島津亜矢リサイタル2010 挑戦 （～3:00） ④演歌男子。学園祭LIVE in 浅草 （～3:00） ⑨三山ひろしの「いろはカルタ」

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

※①3:00～五木ひろし
メモリアルコンサート
70yearsさらなる挑戦 

（～5:00）

ＤＡＭ演歌
カラオケ新曲
ベストテン

※②2:30～美川憲一
デビュー45周年記念
スペシャルコンサート

週刊カセット
演歌ベスト20

※③3:00～島津亜矢
SINGERコンサート
2018 （～4:30）

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０
※④3:00～演歌男子。
LIVE 2018 （～5:00）

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

※⑤3:00～オリコン演歌＆歌
謡スペシャル2018 

年間トップ100 (～11:00)

インフォメーション

3
ツメ折り！カセットソング 
※⑥懐メロ♪ ドライブミュージック
～北海道編～ 3:30～ 懐メロ♪ ドラ
イブミュージック～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～

⑧⑮きよしとこの夜
㉒㉙NHK歌謡コンサート

五木先生の歌う！SHOW学校
※②小林幸子 「薬師寺」復興祈願
コンサート (～5:30)※㉓あなた
の街に聞きに幾三!! (～5:00)
㉚中畑清の絶好調海峡 (～5:30)

演歌の花道
※③4:30～新歌舞伎座初座長
山内惠介特別公演(～7:00) ベストヒット演歌

⑪⑱北島三郎
㉕三山ひろし

⑫三山ひろしの
「いろはカルタ」 
5:00～ ベストヒット演歌
2018年紅白歌合戦 紅組歌手 
⑲歌藝 
～三波春夫リサイタル～ 
5:30～インフォメーション
5:45～特選！ ヒット演歌 
㉖島津亜矢リサイタル
2008 無双

⑥しゃべくりDJ Chage
⑬㉗しゃべくりDJ 総集編
⑳懐メロ♪～甲信越編～

夜も一生けんめい。
⑥しゃべくりDJ デーモン閣下 
永遠のロッカーたち～名曲 ⑬
GARO⑳河島英五 ㉗桑名正博イ ンフォメーション 特選！ ヒット演歌

5
⑦吉幾三 45年間、ありがとう
～ファイナルコンサート～ 
⑭大沢桃子
デビュー15周年記念
～感謝のうたコンサート～
6:30～ 特選！ ヒット演歌 
6:45～ インフォメーション 
㉑三山ひろしの「いろはカルタ」 
6:00～ ベストヒット演歌 
2018年紅白歌合戦 白組歌手 
㉘歌藝～三波春夫リサイタル～
6:30～ 煌く日本の歌手

わが心の演歌
※①宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星 （～6:00）

⑥しゃべくりDJ 杏子
5:30～ サンプラザ中野くん 
中津川 THE SOLAR 
BUDOKAN 2018 
⑬ストレイテナー ㉗藤巻亮太 
⑳太田裕美 庄野真代 渡辺真知子 
オーケストラで歌う青春ポップス(～6:30) 

インフォメーション

6 ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０
※①オリコン演歌＆歌謡スペシャ
ル2018 年間トップ100 #4

演歌売れ筋
ランキング
※②ＵＳＥＮ 

演歌ランキング2018 
年間トップ２０

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

※③7:00～宮本隆治の歌
謡ポップス☆一番星

演歌の花道 ※④演歌売れ筋ランキ
ング2018 年間トップ30 （～8:00）

五木先生の歌う！SHOW学校
※㉖ビッグショー 都はるみ

（～7:00） 

70's80's JUKEBOXシリーズ 
野球選手の歌 
※しゃべくりDJ ⑥寺田恵子 
6:30～ 諸星和己※⑳6:30～ 
懐メロ♪ ドライブ～北陸編～

インフォメーション
特選！ ヒット演歌 インフォメーション

7 時代を映す名曲アルバム
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 ミュージックア
ワー！！⑥浅香唯 ⑬⑳平松愛
理 ㉗ダイアモンド ユカイ  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

しゃべくりDJ ミュージックア
ワー！！⑥⑳大槻ケンヂ 
⑬㉗浅香唯

僕たちの青春ソングス
懐メロ♪ ドライブミュージック

～瀬戸内編～
※⑥しゃべくりDJ 平松愛理 

(～10:00)

9 70's80's JUKEBOX　～カテゴリ別 名曲プレイリスト～ 夜も一生けんめい。

10

⑦㉑しゃべくりDJ ミュージ
ックアワー！総集編
⑭㉘懐メロ♪ドライブミュー
ジック～甲信越編～

ツメ折り！
カセットソング

※①70年代
男性アイドルソング 

沢田研二

②70年代男性アイドル
ソング 西城秀樹 
しゃべくりDJの

ミュージックアワー！！ 
⑨⑯平松愛理

㉓㉚ダイアモンド ユカイ

ジャスト
ポップアップ

※③70年代
男性アイドルソング 

野口五郎

④70年代男性アイドルソ
ング 郷ひろみベストテン
⑪ジャストポップアップ
⑱宇多田ヒカル 
ミュージックビデオ特集
㉕しゃべくりDJ 浅香唯

ＤＡＭ演歌
カラオケ新曲
ベストテン

※⑤11:00～ 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 (～1:00) 

※㉖大沢桃子
デビュー15周年記念

～感謝のうたコンサート～ 
11:30～ うた紀行

～懐かしい歌 彩る情景～

レッツゴーヤング
※⑥しゃべくりDJ 

ダイアモンド ユカイ夜も一生けんめい。

11
ジャストポップアップ①②（～0:30）③（～1:00）

70/80年代女性アイドルソング ⑦⑰㉓㉙大瀧詠一作品集 ⑧⑭㉔㉚尾崎亜美作品集 
⑨⑮㉑㉛玉置浩二作品集 ⑩⑯㉒㉘細野晴臣作品集 

レッツゴーヤング 
※④ジャストポップアップ 
※㉕ストレイテナー SPECIAL 
in 中津川 THE SOLAR 
BUDOKAN 2018 
0:00～ 70's80's JUKEBOX 
野球選手の歌

⑥70's80's JUKEBOX
野球選手の歌 

70年代女性アイドルソング
⑬榊原郁恵 ⑳キャンディーズ ㉗天地真理

0
懐メロ♪ ドライブミュージック～東海編～ 

※⑦～⑩南関東編 ㉘～㉛北関東編～Part2 
※ツメ折り！カセットソング①②(0:30～1:30)

ベストヒット演歌 
⑫⑲北島三郎 
㉖三山ひろし

懐メロ♪ ドライブ～ミッドナイト ハイウェイ編～ 
※⑥歩きながらソング

僕たちの青春ソングス ※⑥懐メロ♪ 
ドライブ～ミッドナイト ハイウェイ編～

1
WOWOW PLUS MUSIC -深夜1時の音楽タイム- ⑤Saturday：中澤卓也 ⑥Sunday：KU ⑦Monday：HANDSIGN ⑧Tuesday：虹のコンキスタドール ⑨Wednesday：P.O.P ⑩Thursday：Mary's Blood ⑪Friday：妹尾 武  
永遠のロッカーたち ～名曲プレイリスト ⑫㉗りりィ ⑭㉙柳ジョージ ⑮㉚ジョー山中 ⑯㉛GARO ⑰河島英五 ⑱桑名正博 ⑲加藤和彦 ⑳加瀬邦彦 ㉑かまやつひろし ㉒シーナ（シーナ＆ロケッツ）㉔上田正樹 ㉕ゴダイゴ ㉖宇崎竜童 ⑬㉘ザ・ゴールデン・カップス

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！ 政経マネジメント塾 

※⑨敬天愛人
きらり九州めぐり逢い
2:00～ virtual trip
2:15～ いわさき白露シニア
ゴルフトーナメント2018 
※⑩㉔京ことコト
2:20～ 世界ローカルナビ

郷土劇場 
※⑱目撃者ｆ

時代を映す名曲アルバム 
※㉖敬天愛人

2:00～ 原日出子の京さんぽ
ツメ折り！カセットソングハワイ・ローカルトーク 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 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♪⑥⑬九州編⑳㉗瀬戸内編

2019

1
[  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。
1/23 深夜1時～翌7時 全停波

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
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