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西城秀樹 
メモリアル・ヒデキ

西城秀樹3ヵ月連続大特集 第3弾

NAONのYAON 
2019 第一部

2ヵ月連続放送

聴 き た い 歌 が  こ こ に あ る

写
真
：
コ
ス
ガ
聡
一

Debut 30th Anniversary 
Kick Off Live

～私はどうしてここに？～  2nd Stage

MárciaMárcia

【Guest】  城田優／東啓介／BROAD6 

マルシア
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BROAD6 

◆再放送　6/30（日）よる11時6/16（日） よる8時

◆再放送　6/21（金）よる11時

6/9（日） よる8時

マルシアが活躍するミュージカルの歌と世界のスタンダード
ナンバーを中心にお届け！ 人気の若手俳優・城田優や
東啓介とのミュージカルナンバーの共演は必見です。
さらにRAG FAIRとINSPiのJAZZコーラスフリークで
結成されたBROAD6も登場。
一夜限りの共演となるLIVEステージは見逃せません！
（2019年2月19日／ビルボードライブ東京 収録）

＜歌唱曲＞
♪Dangerous Game～罪な遊び～
♪A whole new world
♪ふりむけばヨコハマ
♪Mas Que Nada
♪ALEGRIA ほか

6/23（日） よる9時
若き日の西城秀樹の数々の秘蔵映像をお届けします。
1972年に制作されたミニ番組「それ行けアイドル」で
は、自室でのインタビューやライブ・リハーサルの模様
など当時17才のフレッシュな素顔が溢れています。さ
らにセカンドシングル「恋の約束」も歌唱。当時をよく
知る音楽評論家・湯川れい子をMCにお送りします。

昭和と平成、2つの時代にまたがり開催されてきた女性ミュージシャンだけのロック・フェ
スティバル、平成最後となる2019年4月に開催された『NAONのYAON 2019』を放送。
第一部はこれからの活躍が楽しみなガールズバンドを中心にお届け。

＜出演＞
寺田恵子／渡辺敦子・富田京子・今野登茂子（ex.PRINCESS PRINCESS）
 LiLiCo／Mary's Blood／Gacharic Spin／GIRLFRIEND／WGGC ほか

独占放送
！ マルシアのアニバーサリーLIVE第二弾

ここでしか観られない貴重映像をお届け！ 2ヵ月連続独占放送！

7月（第二部）はYU-KI（TRF）、相川七瀬、浅香唯、永井真理子、
島谷ひとみが登場！乞うご期待！

西城秀樹 
メモリアル・ヒデキ

第一部

写真：コスガ聡一

映像提供：スポニチクリエイツ

Debut 30th
Anniversary
Kick Off Live
～私はどうしてここに？～ 

マルシア

～ミュージカルから
スタンダードナンバーまで～

2nd 
Stage 

M
árcia

M
árcia

西城秀樹 3ヵ月連続大特集！！ 第3弾

（2019年4月29日／日比谷野外大音楽堂 収録）

予告MC：湯川れい子



「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。

ⒸNTV

6/3（月） よる10時 ほか
#29   美輪明宏 （NTV放送日：

1991年5月25日）

6/17（月） よる10時 ほか
#30   吉幾三 （NTV放送日：1992年8月1日）

毎週月曜 深夜0時
#5  6/3（月）
#6  6/10（月）

#7  6/17（月）
#8  6/24（月）

ヒットナンバーからＢ面・アルバム収録曲まで幅広く選
曲。6月は、1995年に発売された曲をお届けします。

毎週金曜 よる10時 ほか
#5  6/7（金）
#6  6/14（金）

#7  6/21（金）
#8  6/28（金）

1993年から14年間にわたって放送された
NHKホールでの公開収録番組。

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。

おニャン子クラブの元
メンバーの生稲晃子が
1990年のヒット曲を
中心に紹介。 

生稲晃子
6/5（水）
よる10時 ほか

ジャパニーズヒップホップ
界のパイオニア＆レジェン
ドのGAKU-MCが1970年
のヒット曲を中心に紹介。

GAKU-MC
6/19（水）
よる10時 ほか

5/12虹コンのファン待望（？）イベント
＠代アニLIVEステーション

独占放送

6/1（土） 深夜0時
◆再放送　6/28（金）深夜0時
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”。5/12に開催されたファン待望
（？）のLIVEイベントを独占放送！
ミュージックビデオのメイキング映像もお届け！

#2

#2
（NHK放送日：1997年3月1日）

6/9（日） ほか

米米CLUB
ウルフルズ
森高千里
古内東子

よる10時 #3

ⒸNHK

（NHK放送日：1997年10月18日）

6/23（日）ほか

広末涼子
SPEED
JUDY AND MARY
ウルフルズ
FLYING KIDS
MIJU

よる10時 #4

ⒸNHK

爽快なドライブルートを素敵な音楽とともに走ります。
6月はポルシェ911（964カレラ２）が登場！

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。

6/6（木） 午後4時30分 ほか #5
＜歌唱曲＞ ♪最北シネマ／松原健之　♪女神のリズム／川上大輔　
♪離さない 離さない／新浜レオン

6/20（木） 午後4時30分 ほか #6
＜歌唱曲＞ ♪金沢望郷歌／松原健之　♪春夏秋冬／川上大輔　
♪心奪って／新浜レオン （NHK放送日：2017年3月4日）

ⒸNHK

午後6時 ほか  #8

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、竹島宏らが「日本海
に似合う名曲」を熱唱。
また五木先生が津軽三味線を披露します。

6/4（火）

ⒸNHK

出演者： 五木ひろし
 山内惠介／竹島宏／市川由紀乃 ほか

ⒸNHK

6/4（火）
午後5時 ほか #119

ⒸNHK

6/4

出演者： 氷川きよし／水森かおり／香西かおり／
堀内孝雄／山本譲二 ほか

演歌新時代ヒット旋風

（NHK放送日：2008年5月13日放送）

「涙の港」「波止場にて想う」の
テーマでお届け。

Ⓒテレビ東京

6/4（火） 午後4時30分 ほか
#384   （テレビ東京放送日： 1996年7月21日）

細川たかし／鳥羽一郎 ほか 

6/18（火） 午後4時30分 ほか
#385   （テレビ東京放送日： 1996年7月14日）

伍代夏子／川中美幸 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。

6/3（月）
上沼恵美子（NHK放送日：

2005年6月13日）

午後1時 ほか #3

6/10（月）
阿川佐和子＆小堺一機（NHK放送日：

2007年7月19日）

午後1時 #47

6/24（月）
山瀬まみ＆中孝介（NHK放送日：

2007年10月25日）

午後1時 #48

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。

芸歴５０年を超える冠二郎が登
場。デビュー時の苦労話や歌
手人生の節目となった曲につい
て語ります。
＜歌唱曲＞♪炎♪旅の終りに ♪さみだれ

#163   冠二郎
6/6（木） 午後5時 ほか

お酒の似合う演歌歌手・香西か
おりが登場！日本レコード大賞受
賞曲のエピソードを語ります。お
酒にまつわるエピソードも披露。
＜歌唱曲＞
♪無言坂 ♪酒のやど ♪口紅模様

#164   香西かおり
6/20（木） 午後5時 ほか

ゲストに松原健之、川上大輔、新浜レオンが登場。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！

氷川きよしの「玄海船歌」など
放送当時の注目曲をお届け。

ⒸNHK
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[  番組表  ]

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 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 京ことコト 7:00～世界ローカ

ルナビ※⑧㉒いわさき白露ゴ
ルフ2018  7:05～京ことコト7 車で旅する歌謡曲 ベストヒット演歌 

②大川栄策 
⑨⑯氷川きよし 
㉓㉚中村美律子若っ人ランドわが心の演歌

8 ベストヒット演歌 
③⑭㉘市川由紀乃④⑰福田こうへい⑤⑱神野美伽⑥⑲竹島宏⑦⑳大月みやこ⑩㉑大川栄策⑪㉔氷川きよし

⑫㉖美川憲一⑬㉗伍代夏子㉕中村美律子 

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森繁久彌

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 

特選！ヒット演歌

USEN
演歌ベスト30

時代を映す
名曲アルバム

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 オリコン

演歌＆歌謡
TOP30

10 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

11 うた紀行
～懐かしい歌 彩る情景～ ベストヒット演歌 

①大川栄策  
⑧⑮氷川きよし 
㉒㉙中村美律子

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

インフォメーション

1 きよしとこの夜

USEN
演歌ベスト30

特選！ ヒット演歌 オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

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！」

②㉓きよしとこの夜 ⑨五木
先生の歌う！SHOW学校 
⑯㉚NHK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

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

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

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

インフォメーション

USEN
演歌ベスト30

USEN
演歌ベスト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

特選！ ヒット演歌
スペシャル

特選！ ヒット演歌ミニ

6
五木先生の歌う！SHOW学校 

※ビッグショー (～7:00） 
⑪遠藤実㉕越路吹雪 

⑥山川豊 デビュー35周年記
念コンサート ⑬田川寿美 デ
ビュー25周年記念コンサート
⑳演歌男子。LIVE 春爛漫 in 
OSAKA 7:00～ 演 歌 男 子。
LIVE 春爛漫 in TOKYO (～
8:00）㉗坂東玉三郎・小椋佳が
ミッチーに捧げる名曲たち 前編
～三橋美智也追善コンサート～

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 
④麻丘めぐみ⑪石野真子 
70年代男性アイドルソングベ
ストテン 
⑱沢田研二㉕郷ひろみ

70年代女性アイドルソングベ
ストテン ⑤桜田淳子 
70年代男性アイドルソングベ
ストテン⑫野口五郎⑲西城秀樹
㉖70年代女性アイドルソング アラカルト

ベストヒット演歌 
⑦⑭氷川きよし 
㉑㉘中村美律子

FOLK&ROCK ALIVE LIVE 
SELECTION

歩きながらソング わが心の演歌 クリス松村の
注文の多いレコード店 

8 懐メロ♪ドライブミュージック
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

みんなの県民ＳＯＮＧ！～秋田うた旅
情編～ ※⑧演歌男子。LIVE 春爛漫 
in OSAKA ※㉒坂東玉三郎・小椋佳
がミッチーに捧げる名曲たち　前編
～三橋美智也二十三回忌追善メモリ
アルコンサート～ (～9:30) ㉙後編 

②ジャッキー吉川＆ブルーコメッツ 
ファイナルコンサート(～10:00)
⑨マルシア Debut 30th 
Anniversary Kick Off Live
～私はどうしてここに？～2nd stage
⑯NAONのYAON 2019 第一部 
㉓レッツゴーヤング 9:00～西城
秀樹 メモリアル・ヒデキ(～10:00)
㉚グッチ裕三 スペシャルライブ

9 ツメ折り！カセットソング
①懐メロ♪ ドライブミュージック 
⑧演歌男子。LIVE 春爛漫 in 
TOKYO  
⑮ビッグショー 遠藤実 
㉒9:30～ わが心の演歌 
㉙時代を映す名曲アルバム

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～ 
※⑨僕たちの青春ソングス

10
夜も一生けんめい。 アーティストミュージックビデ

オ特集（6月） 
※⑪ユニコーン ミュージックビ
デオ特集

⑤⑫しゃべくりDJ 生稲晃子の
ミュージックアワー！！ 
⑲㉖しゃべくりDJ GAKU-MC
のミュージックアワー！！

⑥⑳ジャストポップアップ 
⑬㉗J-POP ライブラリー  J-POP ライブラリー レッツゴーヤング ポップジャム

懐メロ♪ ドライブミュージック
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 ④松本伊代⑪堀ちえ
み⑱早見優㉕本田美奈子.

70's80's JUKEBOX
～私たちが選ぶこの10曲～ 

ツメ折り！
カセットソング

⑦グッチ裕三 スペシャルライ
ブ 0:30～ 懐メロ♪ ドライブ 
⑭ジャッキー吉川＆ブルーコ
メッツ ファイナルコンサート
㉑マルシア Debut 30th 
Anniversary Kick Off Live
0:30～ 僕たちの青春ソングス 
㉘CAR and DRIVE MUSIC 
0:00～ 虹コンのあわせたら２
時間スペシャルだよ！

80年代女性アイドルソングベ
ストテン①荻野目洋子⑧松本
伊代⑮堀ちえみ㉒早見優㉙本
田美奈子.

②㉓ユニコーン ミュージックビデ
オ特集 ⑨⑯アーティストミュージッ
クビデオ特集（6月） ㉚NAONの
YAON 2019 第一部 (～0:30)

0 CAR and DRIVE 
MUSIC 懐メロ♪ドライブミュージック

①虹コンのあわせたら２時間スペ
シャルだよ！ ⑧⑮しゃべくりDJ 
生稲晃子のミュージックアワー！！ 
㉒㉙しゃべくりDJ GAKU-MCの
ミュージックアワー！！

J-POP ライブラリー 
※㉚0:30～ 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～

1
僕たちの青春ソングス

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！ ⑤⑲政経マネジメント塾 
⑫㉖敬天愛人 きらり九州めぐり逢い 郷土劇場 (～2:20）※⑦㉑敬天

愛人 2:00～いわさき白露シニア
ゴルフトーナメント2018

懐メロ♪ ドライブミュージック
ハワイ・ローカルトーク

OKINAWA MONDE W・ALKER

2 目撃者ｆ
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 白露ゴルフ (～2:30）※⑬山日和※㉗京ことコト ⑦京ことコト㉑山日和
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。
6/26 深夜1:00-翌朝7：00　
スカパー！プレミアム（H264）644ch

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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