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聴 き た い 歌 が  こ こ に あ る

氷川きよし
祝・20周年記念特集!!

2/3(日)11時間連続放送

シシド・カフカ 
SPECIAL
 in 中津川 THE SOLAR 
BUDOKAN 2018

3ヵ月
連続特集
第3弾！

しゃべくりDJ
ダイアモンド ユカイ&
平松愛理のミュージックアワー！！

スペシャルコラボ



氷川きよし
祝・20周年記念特集
2000年2月2日にデビューし
歌謡界に大きな衝撃を与えた氷川きよし。
今月はデビュー20周年を祝したスペシャルプログラムをお届け！
CS初放送番組を含めた氷川きよし出演番組を
11時間にわたってお送りします。
各番組の合間では氷川きよし独占インタビューを放送！
5月に大阪・新歌舞伎座で行う長期公演や
7月に控える日本武道館公演への意気込みなど
20周年の歌手活動に懸ける想いを語ります。

2月3日(日) 
あさ8時～よる7時 11時間連続放送

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 」。
最終月となる今回はドラマー、シンガー、女優、
モデルなどマルチな才能で注目を集める
シシド・カフカのスペシャルライブをお届け。

トレードマークとも言える黒髪で多くの人を魅了するシシド・カフカ。
ミステリアスな印象が強い彼女だがドラムボーカリストとして2012
年のデビュー以来、音楽に対し全力で向き合ってきた。個性豊かな
彼女の熱いステージをお送りする。
♪blue n' red ♪新宿サノバガン ほか ※曲目は変更になる場合があります。

2/10（日） 午後5時 ◆再放送 2/22（金）よる11時

シシド・カフカ  SPECIAL   
in 中津川  THE SOLAR BUDOKAN 2018

3ヵ月連続特集第3弾！

歴史好きのロックバンドヴォーカル・ダイアモンド ユカイと、
関西弁で痛快なトークを繰り広げるシンガーソングライター・平松愛理が

織り成すコラボ企画。一体どれだけしゃべくりまくるのか？！

第5シーズンのDJを務めたダイアモンド ユカイと平松愛理がついに共演！

3月は第３～５シーズンの総集編。
寺田恵子・諸星和己・浅香唯・大槻ケンヂ・ダイアモンド ユカイ・平松愛理の
出演回をお届け。乞うご期待！

1981年のヒット曲を中心に紹介。2/6（水） よる10時 ほか  #1

最後のしゃべくりは1974年のヒット曲を中心に紹介。2/20（水） よる10時 ほか  #2

予告

（NHK放送日：2015年2月27日）

『きよしとこの夜』
10話一挙放送！

ベストヒット演歌　
氷川きよし特集ワンダフル東北  第９回　

冬・北国からのコンサート

シリーズ歌謡ロマン
氷川きよし

氷川きよしがグッチ裕三と繰り広
げるバラエティ番組。豪華ゲスト
との共演ステージも見どころ。
＜ゲスト＞ 森山良子／真矢みき
 中尾ミエ ほか

ヒット曲のミュージックビデオを
フルコーラスでご紹介。
♪ときめきのルンバ
♪虹色のバイヨン
♪情熱のマリアッチ
♪男花
♪勝負の花道 ほか

冬の秋田に氷川きよし、吉幾三、鳥羽一郎らが集
結！北国をテーマにした名曲を披露します。氷川
きよしは「ああ上野駅」「チャンチキおけさ」「玄海
船歌」「ときめきのルンバ」を熱唱。氷川きよしとな
まはげの共演も必見です！ （NHK放送日：2010年1月8日）

#1  旅立ち
＜歌唱曲＞♪箱根八里の半次郎 
♪きよしのズンドコ節
（NHK放送日：2015年2月6日）

#2  原点
＜歌唱曲＞♪一剣 ♪かあさん日和

#3  縁（えにし）
＜歌唱曲＞♪浪曲一代 ♪櫻

#4  挑戦
＜歌唱曲＞♪虹色のバイヨン
♪ちょいときまぐれ渡り鳥

あさ8時～午後3時30分 午後6時～よる7時午後3時30分～午後5時 午後5時～午後6時

ⒸNHK

Ⓒ NHKⒸ NHK Ⓒ NHKⒸ NHK

（NHK放送日：2015年2月20日）

（NHK放送日：2015年2月13日）

歌手人生をトークと歌でたどる



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。

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。山内惠介、福田こう
へいらが出身地にまつわる
名曲を披露。西城秀樹の
「傷だらけのローラ」のライ
ブパフォーマンスにも挑戦！

2/6（水） 午後4時 ほか  #4

「ふりむけばヨコハマ」でデビューし
てから30年を迎えたマルシアが登
場。歌を通じて、日本とブラジルの
架け橋となる彼女の活動に迫ります。

#155   マルシア
2/4（月） 午後4時 ほか

＜歌唱曲＞♪WHITE&BLUE 
♪ぐでんぐでん ♪酒と泪と男と女 ほか
（フジテレビ放送日：1982年4月6日）

#1   酒に抱かれて
2/4（月） よる10時 ほか

＜歌唱曲＞♪AH！HA！
♪洒落男 ♪ラストダンスは私に ほか
（フジテレビ放送日：1982年4月13日）

#2   熱狂乱
ラ イ ブ

舞
2/18（月） よる10時 ほか

森村誠一原作の角川映画。主演・松田優作。

2/1（金） 
よる10時30分 ほか

＜紹介曲＞♪人間の証明のテーマ ほか
2/1（金） 深夜1時 ほか

2/19（火）

（NHK放送日：2016年7月30日）

（NHK放送日：2007年10月9日）

午後4時 ほか #115

70/80年代女性アイドルソング

＜歌唱曲＞
♪ひとすじ／北島三郎
♪枇杷の実のなる頃／天童よしみ
♪蛍の宿／都はるみ ほか　

＜歌唱曲＞
♪裸足の季節 ♪青い珊瑚礁 
♪赤いスイートピー 
♪チェリーブラッサム 
♪天国のキッス ほか全18曲

＜歌唱曲＞♪ふりむけばヨコハマ ♪空港 ♪抱きしめて ほか　

初のメインゲストとして登場！歌手
人生でターニングポイントとなった
話や大切な楽曲を披露。恩師・市
川昭介とのエピソードも語ります！

#156   市川由紀乃
2/18（月） 午後4時 ほか

＜歌唱曲＞♪命咲かせて ♪海峡氷雨 ♪雪恋華（ゆきれんげ） ほか　

ⒸNHK

Ⓒ NHK

Ⓒ NHK

Ⓒ NHK

出演者： 五木ひろし／山内惠介／福田こうへい 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。

1981年～1983年に関東ローカルで放送
された伝説の音楽番組から”ショーケン”
こと、萩原健一の出演回をお送りします。
ショーケンワールド全開で繰り広げられる
パフォーマンスをお楽しみください。

パワフル、かつ哀愁を感じさせる歌声で一世を風靡したジョー山中。その歌声に大き
な影響を与えた波乱万丈な生き様は映画「人間の証明」の役柄そのものだった…。
音楽と映画の両面からジョー山中の魅力に迫る。

70年代後半から新しいミュージックシーンを創出した、
時代を彩る数々の作品を作家別にお届け！

2/4（月） よる11時 ほか

2/24（日） 午後5時

井上陽水 作品集

財津和夫 作品集

竹内まりや 作品集

中島みゆき 作品集

♪飾りじゃないのよ涙は／中森明菜 ほか

♪夏の扉／松田聖子 ほか

♪けんかをやめて／河合奈保子 ほか

♪春なのに／柏原芳恵 ほか

2/5（火） よる11時 ほか

2/6（水） よる11時 ほか

2/7（木） よる11時 ほか

人気演歌歌手のヒット曲をフルコーラスでご紹介。

放送当時（2007年）の最新曲を北島三郎、天童よし
み、谷村新司、都はるみらが熱唱。

デビュー4年目・21歳の松田聖子の“可愛さ”詰まった
永久保存版！（フジテレビ放送日：1983年4月23日）

2/18（月） 
#22   山本譲二／中島啓江 （NTV放送日：

1990年9月15日）

よる10時30分 ほか

ⒸNTV

2/7（木） 午後4時 ほか
♪酒よ／吉幾三 
♪おもいで酒／小林幸子 ほか#376   

（テレビ東京放送日： 1996年5月5日）

2/21（木） 午後4時 ほか
♪東京砂漠／前川清
♪天草四郎時貞／中村美律子 ほか#377   

（テレビ東京放送日：1996年5月12日）

2/3（日）
よる10時

2/10（日）
よる10時

2/17（日）
よる10時

#38   
松田聖子
田原俊彦ほか

#3   
西城秀樹
近藤真彦ほか

#42   
松田聖子
河合奈保子ほか

#27   
松本伊代
柏原芳恵ほか

2/24（日）
よる10時

（NHK放送日：
1981年10月25日）

（NHK放送日：
1982年4月25日）

（NHK放送日：
1982年1月24日）

（NHK放送日：
1984年10月21日）

「あの人に逢いたい」「ふたたびの恋」を
テーマに、人気演歌歌手が熱唱します。

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。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

CS初放送！   2ヵ月連続特番  第1弾

ザ・スター  
 萩原健一

Ⓒフジテレビジョン Ⓒフジテレビジョン

ⒸKADOKAWA 1977

音楽と映画で観るジョー山中特集

【映画】人間の証明

【音楽ドキュメント】

彼の歌声はなぜ人々の心を揺さぶったのか？
当時の関係者の証言、秘話を交え紹介する。

2/1（金） よる10時 ほか

永遠のロッカーたち

【音楽】   永遠のロッカーたち
～名曲プレイリスト～ジョー山中特集

西城秀樹の出演回をお届け！

2/4（月） 
#21   西城秀樹 （NTV放送日：1990年9月8日）

よる10時30分 ほか

ゲストに西城秀樹が登場！「情熱の嵐」「YOUNG 
MAN」「激しい恋」「ギャランドゥ」「ブーメランストリー
ト」などのヒットメドレーのほか、郷ひろみの「男の子
女の子」や野口五郎の「青いリンゴ」を熱唱。

ベストヒット演歌

ザ・スター
松田聖子スペシャル　
振り向けば・・・聖子

＜歌唱曲＞♪愛染橋を渡ります♪春待ち坂 ほか
#290   美川憲一
2/8（金） 午後4時 ほか

＜歌唱曲＞♪宵待ち灯り♪肱川あらし ほか
#291   伍代夏子
2/22（金） 午後4時 ほか

＜出演＞

吉幾三／小林幸子
中村美律子／門倉有希
長保有紀／前川清 

Ⓒフジテレビジョン

ジョー山中

シシド・カフカ  SPECIAL   
in 中津川  THE SOLAR BUDOKAN 2018



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

 土
2・9・16・23

 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 京ことコト※②いわさき白露ゴルフ※⑯世界ローカル

7
週刊カセット

演歌ベスト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

※① ＤＡＭ演歌
カラオケ新曲ベストテン　
2018年 年間スペシャル

世界ローカルナビ※⑯山日和
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～

京ことコト

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
⑦田端義夫 ⑭森繁久彌
㉑近江俊郎 ㉘加山雄三

時代を映す名曲アルバム
※㉓三山ひろしの
「いろはカルタ」

③きよしとこの夜
（～3:30）

※昭和スター列伝
⑩田端義夫 ⑰森繁久彌 ㉔近江俊郎 

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～

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

11 車で旅する歌謡曲 ※⑳㉗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 

※㉓きよしとこの夜
特選！ ヒット演歌 
インフォメーション

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 

①長山洋子 ④⑲2018年紅白歌合戦紅組歌手 ⑤⑳2018年紅白歌合戦白組歌手 ⑥㉑北島三郎 ⑦㉒三山ひろし ⑧㉗氷川きよし
⑪㉘五木ひろし1 ⑫五木ひろし2 ⑬森進一 ⑭石川さゆり ⑮山内惠介 ⑱長山洋子 ㉕美川憲一 ㉖伍代夏子

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
ツメ折り！カセットソング

※③3:30～ ワンダフル
東北 第９回 冬・北国から
のコンサート(～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～

⑤⑫きよしとこの夜 
⑲㉖NHK歌謡コンサート

五木先生の歌う！SHOW学校
※⑳ビッグショー 藤山一郎 
(～5:00)
※㉗花王名人劇場 (～5:00)

演歌の花道 ベストヒット演歌
①三山ひろし 
⑧⑮美川憲一
㉒伍代夏子

②香西かおり 30周年記念
リサイタル(～6:30) 
⑨オリコン演歌＆歌謡スペシャル
2018 年間トップ100(～0:00) 
⑯川中美幸 七変化！美幸一
座／オンステージ 人･うた･心 
㉓ワンダフル東北 第９回　
冬・北国からのコンサート 
5:15～ インフォメーション
5:30～ うた紀行
～懐かしい歌 彩る情景～

ザ・スター 萩原健一 
※⑰永遠のロッカーたち

ジョー山中

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 ⑩加藤和彦 ㉔加
瀬邦彦 ⑰人間の証明(～7:00) インフォメーション 特選！ ヒット演歌

5
④島津亜矢リサイタル
2008 無双 
⑪香西かおり 30周年記
念リサイタル (～7:30) 
⑱独占放送 吉幾三 
４５年間、ありがとう～
ファイナルコンサート～ 
㉕川中美幸 七変化！
美幸一座／オンステージ 
人･うた･心

わが心の演歌
③シリーズ歌謡ロマン 

氷川きよし 
⑩シシド・カフカ SPECIAL 
in 中津川 THE SOLAR 
BUDOKAN 2018 
㉔ザ・スター 松田聖子スペシャル (～6:30)

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

演歌の花道 ②6:30～ わが心の演歌 
⑯五木先生の歌う！SHOW学校 
6:45～ 特選！ ヒット演歌 
㉓ビッグショー 藤山一郎

③ベストヒット演歌 
氷川きよし 

⑩しゃべくりDJ クリス松村
㉔6:30～ 懐メロ♪ ドライブ
ミュージック～瀬戸内編～

インフォメーション
特選！ ヒット演歌

7
演歌の花道 時代を映す名曲アルバム 

※①うた紀行 
7:30～ 演歌の花道 
※⑧三山ひろしの「いろはカルタ」

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 ダイアモンド
ユカイ&平松愛理のミュージッ
クアワー！！ ※③しゃべくりDJ 
ダイアモンド ユカイ

うた紀行～懐かしい歌 彩る情
景～※⑪演歌の花道

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！！ 

③⑰大槻ケンヂ ⑩㉔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
③瀬戸内編 ⑩⑰㉔北海道編

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
ザ・スター　
萩原健一 ツメ折り！

カセットソング

しゃべくりDJ 
ダイアモンド ユカイ

&平松愛理の
ミュージックアワー！！

ジャスト
ポップアップ

しゃべくりDJ
ミュージックアワー！！ 

⑧㉒浅香唯⑮大槻ケンヂ
※①永遠のロッカーたち 

10:30～人間の証明
(～1:00) 

ＤＡＭ演歌
カラオケ新曲
ベストテン

※② ＤＡＭ演歌
カラオケ新曲ベストテン　
2018年 年間スペシャル

レッツゴーヤング
夜も一生けんめい。
④⑪西城秀樹 ほか

11
70/80年代女性アイドルソング 

④⑭⑳㉖井上陽水作品集 ⑤⑪㉑㉗財津和夫作品集 ⑥⑫⑱㉘竹内まりや作品集 
⑦⑬⑲㉕中島みゆき作品集

中津川 THE SOLAR BUDOKAN 
2018 ⑧藤巻亮太 ㉒シシド・カフカ 
※⑮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) 

③宇多田ヒカル ミュージックビデオ特集 
※70年代女性アイドルソング 
ベストテン ⑩アグネス・チャン
⑰麻丘めぐみ ㉔桜田淳子 

0 懐メロ♪ドライブミュージック～関西編～ 
※④～⑦甲信越編Part2 ※⑪～⑭南東北編Part2

⑧ツメ折り！カセットソング 
⑮0:30～ 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～ 
㉒宇多田ヒカル ミュージックビデオ特集

ベストヒット演歌 
②三山ひろし 

⑨⑯美川憲一 ㉓伍代夏子

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～

僕たちの青春ソングス

1
永遠のロッカーたち～名曲プレイリスト

④⑱加藤和彦 ⑪㉕りりィ
永遠のロッカーたち～名曲プレイリスト
⑤⑲加瀬邦彦 ⑫㉖ザ・ゴールデン・カップス

永遠のロッカーたち～名曲プレイリスト
⑥⑳かまやつひろし ⑬㉗柳ジョージ

永遠のロッカーたち～名曲プレイリスト
⑦㉑シーナ（シーナ＆ロケッツ） ⑭㉘ジョー山中

永遠のロッカーたち～名曲プレイリスト
①ジョー山中 ⑧㉒上田正樹 ⑮GARO

永遠のロッカーたち～名曲プレイリスト
②⑯河島英五 ⑨㉓ゴダイゴ

永遠のロッカーたち～名曲プレイリスト
③⑰桑名正博 ⑩㉔宇崎竜童

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敬天愛人
きらり九州めぐり逢い
2:00～ virtual trip

    2:15～ ⑦㉑京ことコト 
⑭㉘いわさき白露シニアゴルフ
トーナメント2018 (～2:30)

2:20～ 世界ローカルナビ

郷土劇場※①目撃者ｆ 
  2:00～ virtual trip 

 2:15～ 京ことコト
※⑮目撃者ｆ

昭和スター列伝 
②越路吹雪 ⑨田端義夫
⑯森繁久彌 ㉓近江俊郎

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
※⑤いわさき白露シニアゴルフ2018 
2:10～ 京ことコト 2:15～ 山日和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♪③⑩瀬戸内編⑰㉔甲信越編

2019
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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。

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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