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NAONのYAON 
2019 第二部

「トライベッカ」
福田雄一×StarS（井上芳雄・浦井健治・山崎育三郎）
新レギュラー番組スタート！

聴 き た い 歌 が  こ こ に あ る

S A O R I 

Y U K I 

S P E C I A L

由紀さおり
50年記念スペシャル

2ヵ月連続放送!



◆再放送　7/28（日）よる8時

7/13（土） よる8時

リハーサルでスタッフと共にコンサートを作りあげていく様子など普段見られ
ない舞台裏にも密着。代表曲「夜明けのスキャット」「手紙」「ルーム・ライト」
から50年記念曲「あなたにとって」まで。由紀さおりの50年の歌人生をお楽し
みください。観衆を惹きつける圧巻のステージは必見です。

宮本隆治とアシスタントの相田翔子がお届けする演歌・歌謡曲情報バラエティ番組に
由紀さおりが初登場！幼少期から姉・安田祥子と活動していた童謡の話、デビュー後
の曲とエピソードなど、由紀さおりの音楽の世界に迫ります。さらに後編では公私とも
に親交があり、彼女の記念公演でも共演した“泣き歌の貴公子”林部智史も登場！

MC：宮本隆治／相田翔子

「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～」
由紀さおり 50年記念スペシャル
前編   7/11（木） 午後5時 ほか  後編   7/25（木） 午後5時 ほか

◆再放送　7/26(金)よる11時7/14（日） よる8時
第二部は昭和・平成を彩った豪華アーティストが続々登場！島谷ひとみ「亜麻色の髪
の乙女」、相川七瀬「夢見る少女じゃいられない」、SHOW-YA「限界LOVERS」など
のヒット曲はもちろん、永井真理子×浅香唯による「ミラクル・ガール」に、YU-KI×
寺田恵子による「Get Wild」、さらには阿佐ヶ谷姉妹×寺田恵子による秘蔵ネタ披露
まで、ここでしか見られない様々なコラボレーションも必見！
（2019年4月29日／日比谷野外大音楽堂 収録）

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

#1  7/9（火） よる7時  ほか

#2  7/23（火） よる7時  ほか
ミュージカル界・演劇界を中心に活躍している井上芳雄、浦井健治、山崎育三郎によるユニッ
トStarSと、福田雄一がタッグを組んだ、ミュージカル愛あふれるプログラム。ミュージカルコ
メディドラマ「レッツゴーっ！営業3課」のほか、歌やコントのコーナーなどミュージカルファンだ
けでなく誰もが楽しめる、懐かしくて新しい“ミュージカルコメディ番組”をお届けします。
＜出演＞StarS（井上芳雄／浦井健治／山崎育三郎） ／佐藤二朗／渡辺麻友／佐藤仁美
＜脚本・演出＞福田雄一

＜出演＞ SHOW-YA／YU-KI（TRF）／相川七瀬／浅香唯／永井真理子
 島谷ひとみ／阿佐ヶ谷姉妹 ほか

福田雄一×StarS（井上芳雄・浦井健治・山崎育三郎）

「トライベッカ」

新レギュラー番組スタート！
Ⓒ2016 WOWOW INC.

全国ツアー初日の公演、神奈川・相模原で開催されたライブを独占放送！

由紀さおり
50年記念コンサート2019 “感謝”

衣装：HIROKO KOSHINO　スタイリスト：𠮷村由美子　ヘアメイク：徳田郁子

林部智史

第二部



毎週月曜 深夜0時
#9  7/1（月） #12  7/22（月）
#10  7/8（月） #13  7/29（月）
#11  7/15（月・祝）

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。7月は、1996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
#9  7/5（金）
#10  7/12（金）

#11  7/19（金）
#12  7/26（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。

1988年から1991年までNHKで放送された若者向けの音楽番組。

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1978年のヒット曲
を中心に紹介。

生稲晃子
7/10（水）
よる10時 ほか

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1983年
のヒット曲を中心に紹介。

GAKU-MC
7/24（水）
よる10時 ほか

#3

#3

7月はAUDI A1が登場！
初夏の北海道を素敵な音楽とともにドライブします。

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。

歌手人生をトークと歌でたどる

半年に一度の歌謡ファン必見番組

発表！ 特番 オリコン
演歌＆歌謡スペシャル
2019 前半トップ50

7/11（木） 午後4時30分 ほか #7
＜歌唱曲＞ ♪百花繚乱～Blossom／花園直道 　
♪令和夢追い太鼓／松阪ゆうき　♪哀愁峠／二見颯一

7/25（木） 午後4時30分 ほか #8
＜歌唱曲＞ ♪きびなごレッツゴー／花園直道　
♪遠い空／松阪ゆうき　♪望郷ギター／二見颯一 

藤圭子をイメージして描かれたといわれる
日本で唯一？の歌謡アニメ。

（NHK放送日：2017年3月11日）出演者： 五木ひろし
 山内惠介／三山ひろし／杜このみ ほか

7/9（火） 午後5時 ほか #120

ⒸNHK

出演者： 山内惠介／北島三郎／五木ひろし／
坂本冬美／天童よしみ ほか

（NHK放送日：2008年5月27日）

ゲストに花園直道、松阪ゆうき、二見颯一が登場。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！

義理と人情の歌謡劇場  日本人の心に染みる義理と人情
の名曲をお届けします。山内恵介は「勘太郎月夜唄」を披露。

ⒸNHK

Ⓒ NHK

4時間
特番

毎週お届けしている「オリコン演歌＆歌謡TOP30」のス
ペシャル版！2019年1月から6月までの半年分の演歌・
歌謡曲シングル売り上げTOP50を、ミュージックビデ
オで4時間たっぷりカウントダウン形式でお届けします。

7/20（土） 午後5時～よる9時
◆再放送　7/25（木）午後6時～よる10時

午後6時 ほか  #97/9（火）
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、三山ひろしらが「高校三年生」「贈
る言葉」など“卒業”をテーマにした曲を披露。

よる9時 7/20（土）

さすらいの太陽

シリーズ歌謡ロマン
氷川きよし

7月8日より毎週月曜よる10時スタート！

Ⓒ藤川桂介・すずき真弓・虫プロダクション

7/8（月） #1 すりかえられた運命
（1971年4月8日放送）

よる10時

7/15（月・祝） #2 二つの誕生パーティー
（1971年4月15日放送）

よる10時

7/22（月） #3 盗まれたメロデー
（1971年4月22日放送）

よる10時

7/29（月） #4 私には歌がある
（1971年4月29日放送）

よる10時

旅立ち
（NHK放送日：2015年2月6日）
#1

原点
（NHK放送日：2015年2月13日）
#2

縁 （えにし）
（NHK放送日：2015年2月20日）
#3

挑戦
（NHK放送日：2015年2月27日）
#4

歌手人生をトークと歌でたどる

7/14（日）
よる10時 ほか 

T.M.Revolution
Folder／工藤静香
広瀬香美 ほか

#5

（NHK放送日：1997年12月13日）

ⒸNHK

7/28（日）
よる10時 

スガシカオ
SOPHIA／DA PUMP
MOON CHILD ほか

#6

（NHK放送日：1998年1月24日）

ⒸNHK

7/11（木） よる10時 

GWINKO／聖飢魔Ⅱ
バブルガム・ブラザーズ ほか

#21 （NHK放送日：
1989年8月26日）

7/25（木） よる10時 

谷村有美／UNICORN
大沢誉志幸 ほか

#22 （NHK放送日：
1989年11月3日）

7/7（日） よる11時 ほか
米米CLUB 

7/2（火） よる10時 ほか
ユニコーン

ⒸNHK Ⓒ NHK

歌謡ポップスチャンネルがおくるJ-POPジャンルのミュージッ
クビデオ特集番組。7月はエレファントカシマシをピックアップ！

7/9（火） よる10時 ほか
エレファントカシマシ

レギュラー放送に先駆
け、番宣番組「さすらい
の太陽5つの伝説」と
＃1～＃3を一挙放送！

よる8時7/6（土）
先行放送！



2019

7
[  番組表  ]

月
1・8・15・22・29

火
2・9・16・23・30

水
3・10・17・24・31

木
4・11・18・25

金
5・12・19・26

 土
6・13・20・27

 日
7・14・21・28

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 ハワイ・ローカルトーク

7 車で旅する歌謡曲 ⑥⑳山日和 7:05～京ことコト 
⑬㉗世界ローカルナビ ベストヒット演歌 

⑦中村美律子
⑭㉑川中美幸
㉘細川たかし若っ人ランドわが心の演歌

8 ベストヒット演歌 
①⑪㉔福田こうへい②⑫㉕神野美伽⑧⑱㉛氷川きよし⑨⑲中村美律子③⑮㉖竹島宏

④⑯㉙大月みやこ㉒川中美幸⑩㉓市川由紀乃⑤⑰㉚大川栄策 

昭和スター列伝 
⑥近江俊郎⑬加山雄三

⑳霧島昇㉗遠藤実
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
④近江俊郎⑪加山雄三

⑱霧島昇㉕遠藤実

11 うた紀行
～懐かしい歌 彩る情景～ ベストヒット演歌 

⑥中村美律子
⑬⑳川中美幸
㉗細川たかし

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！」※⑥演歌の花道

きよしとこの夜 ※⑭五木
先生の歌う！SHOW学校 
※㉑NHK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！」※④演歌の花道

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
※⑳発表！特番 オリコン
演歌＆歌謡スペシャル　 
2019 前半トップ50 

(～9:00）

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） 
⑯田端義夫㉚越路吹雪 

④五木ひろし 
歌って走って30年
～ふるさと美浜で紡いだ絆～ 
7:00～あなたの街に聞きに
幾三!!～ありがとうを歌に込
めて～ ⑪昭和歌謡バトル☆
闘え！演歌男子。 
⑱演歌男子。LIVE 2018 
㉕発表！特番 オリコン演歌
＆歌謡スペシャル  2019 
前半トップ50 (～10:00)

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！」
※⑧演歌の花道

福田雄一×StarS（井上芳雄・浦井健治・
山崎育三郎）「トライベッカ」※②70年代
女性アイドルソング アラカルト (～8:00）

70年代女性アイドルソング
ベストテン 

③山口百恵⑩南沙織
⑰岩崎宏美㉔榊原郁恵

㉛キャンディーズ

ベストヒット演歌 
⑤中村美律子
⑫⑲川中美幸
㉖細川たかし

FOLK&ROCK ALIVE LIVE 
SELECTION

歩きながらソング 夜も一生けんめい。 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
※⑮五木ひろし 歌って走って30年～ふるさと美浜で紡いだ絆～ 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

⑥歌謡アニメ「さすらいの
太陽」５つの伝説 
8:30～ さすらいの太陽 
⑬由紀さおり 
50年記念コンサート
2019“感謝” 
⑳9:00～ シリーズ歌謡ロ
マン 氷川きよし 
㉗美川憲一 ドラマチック
シャンソン

⑦ミッツ・マングローブの
歌声デート 
8:30～ 中畑清の絶好調
海峡-歌で語るプロ野球- 
⑭NAONのYAON 
2019 第二部 
㉑愛・旅立ち (～10:15) 
㉘由紀さおり 50年記念
コンサート2019“感謝”

9 ツメ折り！カセットソング

10
さすらいの太陽 

※①夜も一生けんめい。 ミュージックビデオ特集 
②ユニコーン

⑨㉓エレファントカシマシ
⑯㉚米米CLUB

しゃべくりDJ GAKU-MCの
ミュージックアワー！！ 

※⑩⑰しゃべくりDJ 生稲晃子
のミュージックアワー！！

④⑱J-POP ライブラリー 
⑪㉕ジャストポップアップ  J-POP ライブラリー レッツゴーヤング

ポップジャム 
10:45～ 

僕たちの青春ソングス ミニ 
※㉑10:15～ ポップジャム

懐メロ♪ 
ドライブミュージック

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 ②薬師丸ひろ子⑨原田知世
⑯南野陽子㉓斉藤由貴 ※㉚松田
聖子 アルバム･コレクション 

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

⑤CAR and DRIVE MUSIC 
⑫ザ・スター 
松田聖子スペシャル
0:30～ 懐メロ♪ ドライブ
 (～1:30) 
⑲西城秀樹 メモリアル・ヒデキ 
0:00～ 西城秀樹 マイ・フェイ
バリット ヒデキ 
㉖NAONのYAON 2019　
第二部

福田雄一×StarS（井上芳雄・浦井健
治・山崎育三郎）「トライベッカ」※⑥ア
イドルソング 薬師丸ひろ子 (～0:00)

エレファントカシマシ ミュージッ
クビデオ特集※⑦米米CLUB 
ミュージックビデオ特集※㉑ユニ
コーン ミュージックビデオ特集さすらいの太陽

0 CAR and DRIVE 
MUSIC 懐メロ♪ドライブミュージック

⑥㉗しゃべくりDJ GAKU-MC
のミュージックアワー！！ 

⑬⑳しゃべくりDJ 生稲晃子の
ミュージックアワー！！

J-POP ライブラリー

1
僕たちの青春ソングス※⑨放送休止 (～翌7:00)

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 
※⑩㉔敬天愛人 きらり九州めぐり逢い ⑤⑲敬天愛人 

2:00～世界ローカルナビ 
2:10～山日和 
2:15～京ことコト ⑫㉖郷土劇場

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 

※⑩㉔ハワイ・ローカルトーク
virtual trip 僕たちの青春ソングス※⑬ナンデ

モ特命係 発見らくちゃく！ 
2:25～ OKINAWA MONDE 

W・ALKER 2:50～ さつま狂句

70's80's JUKEBOXシリーズ　
Ｂ面コレクション

クロ女子白書 世界ローカルナビ (～2:25） ※⑪山日和 ※㉕京ことコト
さつま狂句 ④⑱2:25～ 京ことコト ⑪㉕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。
7/9 深夜1:00-翌朝7:00 全停波　
7/29 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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