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聴 き た い 歌 が  こ こ に あ る

西城秀樹 
マイ・フェイバリット ヒデキ

西城秀樹3ヵ月連続大特集 第2弾

しゃべくりDJ ミュージックアワー！！

生稲晃子／GAKU-MC

新シリーズスタート！

Ⓒ 1985 FILMLINK INTERNATIONAL

GWスペシャルプログラム
映画、コンサート、特番、新番組など盛りだくさん！

近藤真彦・中森明菜 
主演映画「愛・旅立ち」

S P E C I A L  P R O G R A M

ゴ ー ル デ ン ウ ィ ー ク



◆再放送 5/17（金）よる11時

5/3（金・祝） 午後6時 当時、人気ナンバーワンアイドルの近藤真彦と中森明菜の初共演作。
不治の病に冒された少女と、彼女に生きる希望を与えようとする青年との真実の愛を描いた作品。
この作品の中でしか聞けない二人が歌う劇中歌にも注目。監督は舛田利雄。（製作：1985年）

近藤真彦・中森明菜  主演映画「愛・旅立ち」

第二十回 
長良グループ

夜桜演歌まつり
マルシア 
Debut 30th Anniversary 
Kick Off  LIVE
～私はどうしてここに？～ 
1st Stage 私を育てた歌謡曲～ブラジルから日本へ～

GWスペシャルプログラム
ゴール デンウィーク

S P E C I A L  P R O G R A M

Ⓒ 1985 FILMLINK INTERNATIONAL

「レッツゴーヤング」
近藤真彦・中森明菜
出演回も放送！ ＜近藤真彦 歌唱曲＞

♪ケジメなさい ♪ゴースト・バスターズ 
♪永遠に秘密さ

5/3（金・祝） よる8時15分

（NHK放送日：1984年9月30日）#48

＜中森明菜 歌唱曲＞
♪セカンド・ラブ ♪サザン・ウインド

5/18（土） よる10時

（NHK放送日：1984年6月24日）#18

ⒸNHK

都内23区を23年かけて巡る演歌の祭典。2019年春、20
番目の会場となった杉並区・杉並公会堂での熱唱ライブ
の模様をたっぷりお送りします。

昨年、「恋町カウンター」が大きな話題を呼び、3月発売の新曲
「噂のふたり」も絶好調の人気歌手、竹島 宏。特集第3弾は、こ
れまでに発売した3つのコンサート映像作品の中から、オリジナ
ル曲はもちろん、様々なジャンルの楽曲を選び、竹島自身が当時
の思いを振り返りながら、それぞれの作品について解説します。

1989年に「ふりむけばヨコハマ」でデビューしてから30年と
なる歌手・マルシアのアニバーサリーLIVEを2ヵ月にわたり
放送！5月はブラジルで生まれ育ったマルシアが来日する
きっかけとなった歌謡曲の世界を中心に、1st Stageの模様
をお送りします。 （収録：2019年2月19日／ビルボードライブ東京）

自分たちが思う「かわいい！」や「好き！」を追
い求めるインドア系・正統派アイドルグループ：虹のコンキスタドール、通
称“虹コン”。4/1に開催されたLIVEの模様を独占放送！ さらに本邦初公
開となるMVメイキング映像をいち早くお届けします！

独占放送 独占放送

＜出演者＞

山川豊／田川寿美／水森かおり／氷川きよし
岩佐美咲／はやぶさ／辰巳ゆうと／藤野とし恵／椎名佐千子
＜ゲスト＞山本リンダ／グッチ裕三　＜司会＞西寄ひがし

＜出演者＞ マルシア／由紀さおり／坂本冬美
 東京スカパラダイスオーケストラ

◆再放送 5/18（土）よる8時 ほか

5/1（水・祝） 午後6時
◆再放送 5/19（日）よる8時

5/4（土・祝） 午後6時

◆再放送 5/31（金）深夜0時

5/1（水・祝） 深夜0時

写真：コスガ聡一

1993年から14年間に
わたって放送された
NHKの若者向け音楽番組
「ポップジャム」がスタート！

新レギュラー番組！

6月は城田優・東啓介
らが出演の2nd Stage
をお届け！

「オリコン演歌＆歌謡トップ20」のスペシャル版！竹島 宏３ヵ月連続大特集　第3弾！

ⒸNHK Ⓒ NHK

＜出演者＞ THE YELLOW MONKEY／LUNA SEA
 JUDY AND MARY ほか

◆再放送 5/12（日）
   よる10時 ほか5/1（水・祝） よる10時

（NHK放送日：1996年4月13日）#1

＜歌唱曲＞ ♪JAM／THE YELLOW MONKEY ほか

◆再放送 5/16（木）
   午後6時5/5（日・祝） 午後6時

＜出演者＞Puffy／吉川晃司 ほか

◆再放送 5/26（日）
   よる10時5/2（木・祝） よる10時

（NHK放送日：1996年10月12日）#2

＜歌唱曲＞ ♪これが私の生きる道／Puffy
 ♪SPEED／吉川晃司 ほか＜歌唱曲＞ ♪空港 ♪ふりむけばヨコハマ ♪ALEGRIA ほか

竹島 宏の「百歌繚乱」
～ライブ・ストーリー

オリコン演歌＆歌謡
スペシャル

平成の名曲TOP30

虹コンのあわせたら２時間スペシャルだよ！
＜前編＞

WOWOW PLUS MUSIC presents

『嘘か誠か!?時代は”虹コン”!!! ～Don`t fool.FEEL!～』
＠渋谷WWW 

独占放送

◆再放送 5/6（月・祝）午前9時30分 ほか

5/2（木・祝） 午後6時

“平成”という時代を振り返り、30年間に発売され
た演歌・歌謡曲ジャンルのオリコンシングルランキ
ングトップ30をカウントダウン形式で発表！
ミュージックビデオでたっぷり３時間お届けします。



「オリコン演歌＆歌謡トップ20」のスペシャル版！

＜出演者＞THE YELLOW MONKEY／LUNA SEA ほか

＜出演者＞Puffy／吉川晃司 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。

5/7（火）
午後6時 ほか
#7

5/9（木） 午後4時30分 ほか #3

5/23（木） 午後4時30分 ほか #4
ⒸNHK

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。三
山ひろしや市川由紀
乃らが「冬」をテーマに
した名曲を熱唱します。

ⒸNTV

Ⓒ NTV

5/6（月・祝） よる10時 ほか
#27   谷村新司（NTV放送日：

1991年11月30日）

5/20（月） よる10時 ほか
#28   堀内孝雄（NTV放送日：

1991年12月7日）

（NHK放送日：2016年12月24日）

演歌・歌謡界で活躍する若手イケメン歌手の
未来を占うトークバラエティ。

人気ランキング番組が
2時間から3時間に拡大リニューアル！

上位30曲を紹介します！

ヒットナンバーからＢ面・
アルバム曲まで、幅広く選曲。

番組DJが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。新元号とともに！？紹介する年代
を1970-2000年に拡大。DJ発信の特集コーナーも
更にパワーアップしてお届けします！

毎回3組の歌手が人生を切り開く大切な助言 ”神のお告
げ” を聞きトークを展開！番組公認鑑定師による厳正な占
いにより、演歌男子の恐るべき未来とその解決策を導きます。

＜出演者＞ パク・ジュニョン／三丘翔太／斬波

＜歌唱曲＞ ♪ブリキの玩具／パク・ジュニョン 
♪散歩道／三丘翔太　♪キメテ！／斬波

＜歌唱曲＞ ♪愛は腕の中／ パク・ジュニョン 
♪面影今いずこ／三丘翔太　♪白夜月／斬波

西城秀樹 3ヵ月連続大特集！！第2弾

5/26
（日） 

ファンが選んだ人気曲ランキングをカウントダウン形式で発表！
西城秀樹 マイ・フェイバリット  ヒデキ
クリス松村の
注文の多いレコード店

夜も一生けんめい。
レコード クリス松村が1970年～80年代の名曲を

聴きながらゲストと語るバラエティ番組。

#12   西城秀樹 （初回放送日：2015年4月22日）

自身のヒットメドレーのほか、郷ひろみや野口五郎の曲も熱唱！
#21   西城秀樹 （日テレ放送日：1990年9月8日）

◆再放送 
   5/31（金）
   よる11時

よる8時

よる9時

よる9時30分

ヒット曲の数 を々
全曲フルコーラスで
お届け！

♪恋する季節 
♪ブーメランストリート 
♪ブルースカイブルー ほか

6月もここでしか観られない
貴重映像をお届けします！

乞うご期待！

予告レッツゴーヤング

CAR and 
DRIVE MUSIC

＜西城秀樹 歌唱曲＞♪リトル・ガール ♪孤独の太陽 IN MY ROOM

5/11（土） よる10時 （NHK放送日：1981年4月12日）#31

＜西城秀樹 歌唱曲＞♪センチメンタル・ガール ♪アイ・サレンダー ほか
5/25（土） よる10時 （NHK放送日：1981年9月13日）#37

ⒸNHK

「クリス松村の注文の多いレコード店」

「夜も一生けんめい。」 ⒸNTV 

シリーズ第6弾！新DJ登場！

放送時間が変わりました！

新シ
リー
ズ

NEW

NEW

「夕やけニャンニャン」のオーディションで
デビューし、現在は女優・リポーター等
で活躍中の生稲晃子が登場！ 第1回目
は1986年のヒット曲を中心に、デビュー
当時を振り返りながらしゃべくります。

生稲晃子 5/8（水） よる10時 ほか

「DA.YO.NE」でヒップホップ初のミリ
オンセラーと紅白出場も果たしたジャ
パニーズヒップホップのパイオニア＆レ
ジェンドのGAKU-MCが登場！第1回
目は、1992年のヒット曲を中心に紹介。

GAKU-MC 5/22（水） よる10時 ほか

「懐メロ♪ドライブミュージック」に続く、「車」を主役にした新シ
リーズ。爽快なドライブルートをAMGメルセデスで疾走します。

貴方の感性をくすぐるセットリストを目指して、
お届けします。

毎週月曜 深夜0時
#1  5/6（月・祝）
#2  5/13（月）
#3  5/20（月）
#4  5/27（月）

毎週金曜 よる10時

#1  5/10（金）
#2  5/17（金）

#3  5/24（金）
#4  5/31（金）

協力：メルセデス・ベンツ日本株式会社  

オリコン演歌＆歌謡TOP30
毎週月曜 午後4時～よる7時 ほか

#3  5/20（月）
#4  5/27（月）

#1  5/6（月・祝）
#2  5/13（月）

演歌売れ筋ランキング 
毎週水曜 午後4時～よる7時 ほか

#3  5/22（水）
#4  5/29（水）

#1  5/8（水）
#2  5/15（水）

USEN演歌ベスト30
毎週金曜 午後4時～よる7時 ほか

#3  5/24（金）
#4  5/31（金）

#1  5/10（金）
#2  5/17（金）

歌手デビュー55周年の大月みやこが登場！スタジオを
飛び出してMC2人とともに都内ロケを敢行。旭日小
授章の受賞やスター手形、数々の賞を受賞してきた功
績にも触れながら、普段なかなか観ることが出来ない
大月みやこの素顔もお届けします！また「白い海峡」「女
の港」などの貴重なLIVE映像も紹介します。
「一番星☆情報局」は松阪ゆうきが登場！

MC： 宮本隆治
 相田翔子

大月みやこスペシャル回！
5/9（木） 午後5時 ほか
#161 前編
5/23（木） 午後5時 ほか
#162 後編

毎回3組の歌手が人生を切り開く大切な助言 ”神のお告

リニ
ュー
アル

5/16（木） よる10時



2019

5
[  番組表  ]

月
6・13・20・27

火
7・14・21・28

水
1・8・15・22・29

木
2・9・16・23・30

金
3・10・17・24・31

 土
4・11・18・25

 日
5・12・19・26

6 歌謡最前線 知里のミュージックエッセンスPartII 歩きながらソング 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U字工事の旅！発見日本のこころ　ふるさとの歌 ④⑱京ことコト 7:00～ 世界

ローカルナビ ⑪㉕いわさき白
露ゴルフ 7:05～ 京ことコト7 車で旅する歌謡曲 ※①～③わが心の演歌

ベストヒット演歌 
⑫⑲大月みやこ㉖大川栄策

※⑤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 (～9:00)

若っ人ランドわが心の演歌※ベストヒット演歌 (～8:30) ①北島三郎②三山ひろし③美川憲一

8 ベストヒット演歌 
⑥⑰㉛伍代夏子⑦⑳市川由紀乃⑧㉑福田こうへい⑨㉒神野美伽⑩㉓竹島宏⑬㉔大月みやこ
⑭㉘北島三郎⑮㉙三山ひろし⑯㉚美川憲一㉗大川栄策※①～③　8:30～ 歩きながらソング 

昭和スター列伝 ⑪森繁久
彌⑱近江俊郎㉕加山雄三 
※④わが心の演歌 
8:30～ 歩きながらソング

宮本隆治の
歌謡ポップス一番星

9
インフォメーション

演歌売れ筋
ランキング 

 
※⑥オリコン

演歌＆歌謡スペシャル　
平成の名曲TOP30

特選！ヒット演歌
USEN

演歌ベスト30
※①車で旅する歌謡曲 

10:00～ みんなの県民ＳＯＮＧ！
～秋田うた旅情編～ 

11:00～ 花王名人劇場 
12:00～ FOLK&ROCK 

ALIVE LIVE SELECTION 
※⑧オリコン演歌＆歌謡スペ
シャル 平成の名曲TOP30

時代を映す名曲アルバム 
※②車で旅する歌謡曲

10:00～ みんなの県民ＳＯＮＧ！
～大分うた旅情編～(～11:00) 演歌売れ筋

ランキング 
※③車で旅する歌謡曲 

10:00～ みんなの県民ＳＯＮＧ！
～島根うた旅情編～ 

11:00～ 花王名人劇場 
12:00～ FOLK&ROCK 

ALIVE LIVE SELECTION

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

※④車で旅する歌謡曲 
10:00～ 特選！ ヒット演歌 
(～12:00）

オリコン
演歌＆歌謡

TOP30
※⑤車で旅する歌謡曲 

10:00～ 特選！ ヒット演歌 
12:00～ FOLK&ROCK 

ALIVE LIVE SELECTION

10 昭和スター列伝
⑨森繁久彌⑯近江俊郎㉓加山
雄三㉚霧島昇※②11:00～ 花王
名人劇場 (～12:00）

11 うた紀行
～懐かしい歌 彩る情景～

ベストヒット演歌 
⑪⑱大月みやこ 

㉕大川栄策
※④12:00～ FOLK&ROCK 
ALIVE LIVE SELECTION

車で旅する歌謡曲

12 煌く日本の歌手
～わが心の演歌～

歩きながらソング
※②FOLK&ROCK ALIVE 
LIVE SELECTION

インフォメーション

1 きよしとこの夜

USEN
演歌ベスト30

※⑦オリコン演歌＆
歌謡スペシャル 

平成の名曲TOP30

特選！ ヒット演歌 
※①新歌舞伎座初座長 

山内惠介特別公演 
(～3:30）

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

 
※②鳥羽一郎 

35周年記念コンサート 
2:30～ 福田こうへい

コンサート2017
 IN 新歌舞伎座 

演歌の花道※③NAONの
YAON 2018 (～4:00）

大鵬薬品スペシャル「演歌男子。
神のお告げを聞け！」

きよしとこの夜 ※⑫五木先
生の歌う！SHOW学校 
※⑲NHK歌謡コンサート特選！ ヒット演歌ミニ

インフォメーション インフォメーション

2 宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星 時代を映す名曲アルバム オリコン

演歌＆歌謡
TOP30

※④コロッケ芸能生活35周年
記念コンサート 

4:00～ AKIKO WADA 
50th ANNIVERSARY 

「THE LEGEND OF SOUL」 
(～6:00)

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

※⑤美川憲一　
ドラマチックシャンソン3

インフォメーション インフォメーション インフォメーション

60年代　
僕たちの青春ソングス

60年代 僕たちの青春ソングス
※①車で旅する歌謡曲 60年代 僕たちの青春ソングス

4
オリコン

演歌＆歌謡
TOP 30

インフォメーション
演歌売れ筋
ランキング 

※①インフォメーション 
4:30～ 歌藝 

～三波春夫リサイタル～ 
6:00～ 

第二十回 長良グループ
夜桜演歌まつり 

(～7:30）

インフォメーション USEN
演歌ベスト30

※③インフォメーション 
4:30～ 

武田鉄矢・海援隊 
スペシャルサンクスコンサート 

6:00～ 愛・旅立ち 
8:15～ レッツゴーヤング

(～9:00）

USEN
演歌ベスト30

※⑤五木ひろし
メモリアルコンサート 
70yearsさらなる挑戦 

6:00～ 
竹島 宏の「百歌繚乱」
～ライブ・ストーリー

(～7:30)

演歌の花道 大鵬薬品スペシャル「演歌男
子。神のお告げを聞け！」

5
NHK歌謡コンサート 宮本隆治の

歌謡ポップス☆一番星
※②シリーズ歌謡ロマン 

氷川きよし
特選！ ヒット演歌

スペシャル
※④6:00～ マルシア 

Debut 30th Anniversary 
Kick Off LIVE

～私はどうしてここに？～
1st Stage 

7:30～ 演歌の花道

特選！ ヒット演歌ミニ 
※㉑インフォメーション

6
五木先生の歌う！SHOW学校 

※ビッグショー (～7:00） 
⑭霧島昇㉘遠藤実 

オリコン演歌＆歌謡 
スペシャル 平成の名曲
TOP30 (～9:00）
※⑨島津亜矢
リサイタル2010 挑戦 
※⑯竹島 宏の「百歌繚乱」
～ライブ・ストーリー 
7:30～ わが心の演歌 
※㉚第二十回 長良グループ
夜桜演歌まつり 
7:30～ わが心の演歌

特選！ ヒット演歌ミニ

7
大鵬薬品スペシャル「演歌男子。

神のお告げを聞け！」
70年代女性アイドルソ
ング ベストテン 
⑦山口百恵⑭岩崎宏美㉑キャ
ンディーズ㉘太田裕美

70年代女性アイドルソング
⑧南沙織⑮榊原郁恵
㉒天地真理㉙アグネス・チャン
※①7:30～ ザ・スター 
松田聖子スペシャル (～9:00）

ベストヒット演歌 
⑩⑰大月みやこ 
㉔㉛大川栄策

FOLK&ROCK ALIVE LIVE 
SELECTION

歩きながらソング クリス松村の注文の多いレコー
ド店 ※⑤演歌の花道

8 懐メロ♪ドライブミュージック 
⑥～⑨九州編Part2 ⑬～⑯北関東編Part2 

⑳～㉒南東北編Part2 ㉗～㉚関西編
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
 

※③9:00～ 懐メロ♪ ドライブ
ミュージック～南関東編～

④アイドルソング 沢田研二 
9:00～ 懐メロ♪～南関東～
(～10:00) 
⑪花王名人劇場 (～10:00)
⑱第二十回 長良グループ
夜桜演歌まつり 
㉕福田こうへいコンサート
2017 IN 新歌舞伎座

⑤アイドルソング 郷ひろみ 
9:00～ 懐メロ♪ドライブ～東海編～
⑫コロッケ35周年コンサート 
⑲マルシア Debut 30th
Anniversary Kick Off LIVE 
9:30～ 懐メロ♪ドライブ～甲信越編～ 
㉖西城秀樹 
マイ・フェイバリット ヒデキ 
9:00～ クリス松村の注文の多いレ
コード店 9:30～ 夜も一生けんめい。

9 ツメ折り！カセットソング 
※①②懐メロ♪ ドライブミュージック～南関東編～

わが心の演歌

10
夜も一生けんめい。

ユニコーン
ミュージックビデオ特集

①ポップジャム 
10:45～ 青春ソングス 

しゃべくりDJ
ミュージックアワー！！ 

⑧⑮生稲晃子㉒㉙GAKU-MC

ジャストポップアップ
※②ポップジャム 
10:45～ 青春ソングス ※⑯70年
代男性アイドルソング 西城秀樹ベ
ストテン※㉚J-POP ライブラリー

 J-POP ライブラリー 
※③山本浩二＆譲二のドレミ

ファスタジアム
レッツゴーヤング 

※④ジャストポップアップ

ポップジャム 
※⑤ジャストポップアップ 

(～11:00)懐メロ♪ ドライブミュージック
～箱根・伊豆編～ 僕たちの青春ソングス ミニ

11 僕たちの青春ソングス
80年代女性アイドルソング ベ
ストテン ⑦河合奈保子⑭柏原
芳恵㉑菊池桃子㉘荻野目洋子

70's80's JUKEBOX～私たちが
選ぶこの10曲～ ※①JUN SKY 
WALKER(S) SPECIAL in 中津川 

ツメ折り！カセットソング 
※②FLYING KIDS SPECIAL 
in 中津川 THE SOLAR 
BUDOKAN 2018

③ストレイテナー SP in 中津川 
0:00～ クリス松村の注文の多いレ
コード店 0:30～永遠のロッカーた
ち～名曲～ザ・ゴールデン・カップス 
⑩海援隊コンサート 0:30～青春ソ
ングス ⑰愛・旅立ち 1:15～青春
ソングス ㉔AKIKO WADA 50th 
ANNIVERSARY ㉛マイ・フェイバ
リット ヒデキ 0:00～虹コンのあわ
せたら２時間スペシャルだよ！前編

しゃべくりDJ 生稲晃子のミュージックア
ワー！！※④藤巻亮太 SPECIAL in 中
津川※㉕しゃべくりDJ GAKU-MCの
ミュージックアワー！！

ユニコーンMV特集 
※⑤シシド・カフカ SPECIAL 
in 中津川 THE SOLAR 
BUDOKAN 2018

0 CAR and DRIVE 
MUSIC

懐メロ♪ ドライブミュージック～
東海編～ ※㉘懐メロ♪ ドライブ
ミュージック～北関東編～Part2

①虹コンのあわせたら２時間
スペシャルだよ！ 前編
懐メロ♪ ドライブミュージック 
⑧⑮東海編㉒㉙北関東編Part2

②クリス松村の注文の多いレコード店  
0:30～ 永遠のロッカーたち～名曲～
りりィ  懐メロ♪ ⑨⑯東海編㉓北関東
編Part2㉚甲信越編Part2 

CAR and DRIVE MUSIC ※④
クリス松村の注文の多いレコード
店 0:30～永遠のロッカーたち～
名曲プレイリスト～柳ジョージ

J-POP ライブラリー ※⑤クリス松村の注
文の多いレコード店 0:30～ 永遠のロッ
カーたち～名曲～ジョー山中 ※⑫孤独な
ロックンローラー～ 坂本つとむ～ 0:30～ 
青春ソングス 

1
僕たちの青春ソングス   ⑥～⑫WOWOW PLUS MUSIC -深夜1時の音楽タイム-　Monday：浜端ヨウヘイ／Tuesday：B2takes!／Wednesday：Bitter & Sweet／

Thursday：さとり少年団／Friday：Gacharic Spin／Saturday：真田ナオキ／Sunday：あべや
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 

※⑧㉒敬天愛人 きらり九州めぐり逢い 郷土劇場 (～2:20）※③⑰敬天愛人
2:00～ いわさき白露シニアゴルフ

懐メロ♪ ドライブミュージック
～北海道編～

懐メロ♪ ドライブミュージック
～北海道編～

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

僕たちの青春ソングス 70's80's JUKEBOXシリーズ　
Ｂ面コレクション

クロ女子白書 京ことコト※⑨㉓白露ゴルフ (～2:30） ③山日和 ⑰京ことコト
さつま狂句 世界ローカルナビ さつま狂句

インフォメーション

※番組は深夜3時にて放送終了します。
※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。

新番組
特番
ランキング番組初回放送 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
https://www.kayopops.jp/

お問い合わせ
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