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CHAGE 
and 

ASKA
「CHAGE AND ASKA CONCERT MOVIE GUYS」

3ヵ月連続特集

聴 き た い 歌 が  こ こ に あ る

みんなの県民SONG！ 〜岩手うた旅情編〜

美川憲一／三船美佳

特番

松原健之／純烈／はやぶさ／パク・ジュニョン
徳永ゆうき／真田ナオキ／伊達悠太／一条貫太

演歌男子。大運動会特番

FUJI & SUN'19
竹原ピストル＆MOROHA
Yogee New Waves

3ヵ月連続LIVE特集



＜出演＞ 松原健之／純烈／はやぶさ
 パク・ジュニョン／徳永ゆうき
 真田ナオキ／伊達悠太／一条貫太

◆再放送　8/22（木）午後6時

8/12（月・祝） よる8時

美川憲一が全国を旅して、その土地の人々が
愛する歌「県民SONG」を徹底調査する音楽
旅番組。シリーズ第10弾となる今回は三船
美佳と一緒に、岩手県を訪れます。岩手の
人々の心に刻まれた思い出の一曲を人生の
エピソードと共に聞いていきます。2人が歌唱
披露する番組公開ライブも必見！

＜出演＞ 美川憲一／三船美佳

8/25（日） よる7時
CHAGE and ASKA デビュー記念日に放送！

1992年、CHAGE and ASKA史上最大の動員数を記録した『CONCERT TOUR 
1992 “BIG TREE”』。そのツアーを映画にした、当時としては世界初となる本格的なコ
ンサートムービー。全30会場60日間を徹底的に密着！通常のライブ映像作品では見
られない、奥の奥にまで迫ったシーンが満載。喉を痛め苦しんでいることを吐露する
ASKA、ライブ中にケガをして治療するChage、応援してくれるファンの方々への感謝
の気持ちを語るシーンなど、ツアー中に起こった様々な出来事が、ライブシーンとともに、
ふたりの正直な言葉と映像で包み隠さず表現されている。見終わった後は、まるで
CHAGE and ASKAと共に1ツアーを過ごした感覚になれる作品。

♪SAY YES ♪太陽と埃の中で ♪Love Affair ♪DO YA DO 
♪はじまりはいつも雨 ♪ LOVE SONG ほか

第1弾

CONCERT MOVIE 

GUYS

CHAGE
AND

ASKA

デビューから40年を迎える8月より、歌謡ポップスチャンネルで3ヵ月にわたり大特集！

CHAGE and ASKA
Profile

1979年にシングル「ひとり咲き』でデビュー。
その後「万里の河」「モーニングムーン」「太
陽と埃の中で」「SAY YES」「YAH YAH 
YAH」など数々のヒット曲を発表。日本で
の活動はもとより、90年代前半よりアジア
各国でのライブ活動も展開、96年、アジア
から初めてのアーティストとして『MTV アン
プラグド』へ出演、2000年には日本人初と
なる韓国での大規模なコンサートを実施す
るなど多方面にて活躍。現在、ソロ活動中。

©Rockdom Artists Inc. & Yamaha Music Entertainment Holdings Inc.｠｠ 第2弾、第3弾も乞うご期待！！

みんなの県民SONG！
～岩手うた旅情編～

2ヵ月連続「演歌男子。」 ＆ 3ヵ月連続「純烈」出演番組を放送！

＜競技種目＞ 第1種目：綱引き　第2種目：なりきり玉入れ　
 第3種目：障害物競走　第4種目：大縄跳び　
 エクストラ対決：リレー

演歌・歌謡界で活躍する8組の若手イケメン歌手”
演歌男子”による初めての運動会。チーム対抗で
綱引きや、なりきり玉入れ、障害物競走、大縄跳び
など様々な種目を競います。運動競技の他にも、そ
れぞれの最新曲歌唱はもちろん、「演歌男子。」オリ
ジナルソング『今日の日をずっと』も披露。

◆再放送　8/29（木）午後6時

8/17（土） よる8時

撮影=島崎信一

『CONCERT TOUR 1992 “BIG TREE”』より

美川憲一 歌手生活55周年＆番組放送10回記念！美川憲一 歌手生活55周年＆番組放送10回記念！美川憲一 歌手生活55周年＆番組放送10回記念！

＜協力＞ 岩手ケーブルテレビジョン

120分の
完全版！



デビューから40年を迎える8月より、歌謡ポップスチャンネルで3ヵ月にわたり大特集！

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。＃8から司会に爆笑問題が就任！

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。

＜出演＞StarS
（井上芳雄・浦井健治・山崎育三郎）ほか　
＜脚本・演出＞福田雄一

日本のシンボル富士山の麓、
自然の恵みが降り注ぐ
“富士山こどもの国”で、
2019年初めて開催された
キャンプフェス「FUJI&SUN’19」。
出演した28組の中から
歌謡ポップスチャンネルが厳選した
アーティストを3ヵ月連続で放送！

8/6（火） 午後5時 ほか #121

出演者： 坂本冬美／水森かおり／北島三郎／
 秋川雅史／島津亜矢 ほか

ⒸNHK

（NHK放送日：2009年4月14日）

8/8（木） 午後4時30分 ほか #9
＜歌唱曲＞ ♪すず虫／松尾雄史
♪茜色の恋／中澤卓也　♪俺とカモメと日本海／伊達悠太

8/22（木） 午後4時30分 ほか #10
＜歌唱曲＞ ♪湯島慕情／松尾雄史 
♪桜／中澤卓也　♪聞かせてください／伊達悠太

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。ゲストに松尾雄史、中澤卓也、
伊達悠太が登場。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！

春のヒット歌謡最前線  
坂本冬美の「アジアの海賊」、水森かおり「安芸の宮
島」など放送当時（2009年）の話題曲をお届け。

3ヵ月連続
LIVE特集

L'Arc～en～Ciel／
THE YELLOW MONKEY／
SPEED／モーニング娘。ほか

8/11（日）よる10時 ほか #7

（NHK放送日：1998年2月28日）
ⒸNHK

生稲晃子

おニャン子クラブの元メンバーの生稲
晃子が1974年のヒット曲を中心に紹介。

8/7（水） よる10時 ほか 
#4

GAKU-MC

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1999年のヒット曲を中心に紹介。

8/21（水） よる10時 ほか 
#4

L'Arc～en～Ciel／
T.M.Revolution／DA PUMP／
鈴木あみ ほか

8/25（日）よる11時 #8

（NHK放送日：1998年7月18日）
ⒸNHK

竹原ピストル ＆ MOROHA 
スペシャルLIVE 
in FUJI & SUN ’19

◆再放送　8/23（金）よる11時

8/11（日） よる9時

生命保険会社のCMソングでブレイクし、2017年、第
68回NHK紅白歌合戦に出演した竹原ピストルと、結成
10周年の2018年にメジャーデビューを果たした「盟
友」MOROHAのライブを収録。竹原ピストルはCMタ
イアップ曲「よー、そこの若いの」を、またMOROHAは
初期の代表曲「恩学」を披露。

Yogee New Waves 
スペシャルLIVE 
in FUJI & SUN ’19
8/18（日） よる9時

Suchmos、ceroといった幾つかのミュージシャンをメ
ジャーシーンへと送り出した「シティポップ」ブームの代表
アーティストの1組。結成後FUJI ROCK他、各フェスから
のオファーが続き、2018年メジャーデビュー。はっぴいえ
んど、松任谷由実、山下達郎などの影響を受けた、どこか
懐かしい曲が特徴。代表曲「Climax Night」他を披露。

ポップジャム

演歌の花道

しゃべくりDJ ミュージックアワー！！

Ⓒ2016 WOWOW INC.

ⒸFUJI & SUN ’19ⒸFUJI & SUN ’19

ドラマ「レッツゴーっ！
営業３課」や歌やコン
トのコーナーなど、誰
もが楽しめる“ミュー
ジカルコメディ番組”

#3  8/6（火）
よる7時 ほか 
#4  8/20（火）

よる7時 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」

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。

“泣き歌の貴公子”として、心震わす歌
声で人々を魅了する林部智史が登
場！ 東京オペラシティの公演に密着
したドキュメントも交えてお届けします。

#167   林部智史
8/8（木） 午後5時 ほか

＜紹介曲＞♪あいたい ♪この道 ♪糸 ♪希望　

新御三家としても活躍し、数々の
ヒット曲を打ち出してきた野口五
郎の音楽観に迫ります。スタジ
オでギターの弾き語りも披露！

#168   野口五郎
8/22（木） 午後5時 ほか

＜紹介曲＞♪これが愛と言えるように ♪僕をまだ愛せるなら ほか

ⒸNHK

午後6時 ほか  #10

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。市川由紀乃、丘みどりらが「リンゴ追分」「会
津磐梯山」など東北の名曲を披露します。また山内惠
介の歌謡浪曲「元禄名槍譜 俵星玄蕃」は必見です。

8/6（火）

（NHK放送日：2017年3月18日）

出演者： 五木ひろし／山内惠介／
 市川由紀乃／丘みどり ほか

「哀しみ街灯り」「遠いふるさと」
をテーマに人気演歌歌手が熱唱。

8/6（火） 午後4時30分 ほか
#388   （テレビ東京放送日：1996年9月1日）

大川栄策／堀内孝雄 ほか 

8/20（火） 午後4時30分 ほか
#389   （テレビ東京放送日：1996年9月8日）

八代亜紀／香西かおり／市川由紀乃 

人気演歌歌手のヒット曲をフルコーラスでお届けします。

ベストヒット演歌

＜紹介曲＞♪珍島物語 ♪道頓堀人情 ♪大阪恋時雨 ほか
#302   天童よしみ
8/9（金） 午後7時 ほか

＜紹介曲＞♪長崎は今日も雨だった♪哀しみの終りに ♪ステキで悲しい ほか
#303   前川清
8/23（金） 午後7時 ほか

Ⓒテレビ東京

Ⓒテレビ東京

◆再放送　8/30（金）よる11時



2019

8
[  番組表  ]

月
5・12・19・26

火
6・13・20・27

水
7・14・21・28

木
1・8・15・22・29

金
2・9・16・23・30

 土
3・10・17・24・31

 日
4・11・18・25

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 山日和 
※⑩㉔世界ローカルナビ

ベストヒット演歌 
④細川たかし 

⑪⑱天童よしみ 
㉕前川清若っ人ランドわが心の演歌

8 ベストヒット演歌 
①⑬㉖中村美律子 ②⑭㉗川中美幸 ⑤⑮㉘細川たかし ⑥⑲神野美伽 ⑦⑳竹島宏 ⑧㉑大月みやこ

⑨㉒大川栄策 ⑫㉓氷川きよし ⑯㉙天童よしみ ㉚前川清 

昭和スター列伝 
③越路吹雪 ⑩田端義夫
⑰森繁久彌 ㉔近江俊郎

㉛加山雄三

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
①越路吹雪 ⑧田端義夫
⑮森繁久彌 ㉒近江俊郎

㉙加山雄三

11 うた紀行
～懐かしい歌 彩る情景～ 車で旅する歌謡曲 ベストヒット演歌 

③細川たかし 
⑩⑰天童よしみ 

㉔㉛前川清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！」

きよしとこの夜 
※⑪五木先生の歌う！SHOW
学校 ⑱NHK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

※⑰発表！特番オリコン
演歌＆歌謡スペシャル　 
2019 前半トップ50

 (～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

※③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） 
※⑰6:00～ 美川憲一
ドラマチックシャンソン

特選！ ヒット演歌ミニ

6
ビッグショー 田端義夫 
※⑥⑳五木先生の歌う！
SHOW学校
6:45～特選！ヒット演歌ミニ

①川中美幸 七変化！美幸一座
／オンステージ 人･うた･心 
⑧島津亜矢リサイタル2008 
無双 
⑮竹島 宏の「音故知新」 
7:30～ わが心の演歌 
㉒みんなの県民ＳＯＮＧ！
～岩手うた旅情編～ 
7:00～ シリーズ歌謡ロマン 
五木ひろし 
㉙演歌男子。大運動会

7
大鵬薬品スペシャル「演歌男子。

神のお告げを聞け！」
福田雄一×StarS（井上芳雄・
浦井健治・山崎育三郎）

「トライベッカ」
70年代女性

アイドルソング ベストテン 
⑦天地真理 ⑭太田裕美 

㉑アグネス・チャン 
㉘麻丘めぐみ

ベストヒット演歌 
②細川たかし 

⑨⑯天童よしみ 
㉓㉚前川清

しゃべくりDJ Chageのミュージッ
クアワー！  7:30～しゃべくりDJ
デーモン閣下 ※④みんなの県民
ＳＯＮＧ！～新潟うた旅情編～ 
※㉕CHAGE AND ASKA 
CONCERT MOVIE GUYS(～9:00)

歩きながらソング 夜も一生けんめい。

8
⑤みんなの県民ＳＯＮＧ！
～北海道うた旅情編～ 

⑫みんなの県民ＳＯＮＧ！
～岩手うた旅情編～ 

⑲㉖懐メロ♪ドライブミュージック 

懐メロ♪ドライブミュージック
※⑥みんなの県民ＳＯＮＧ！

～金沢うた旅情編～

懐メロ♪ドライブミュージック 
※⑦みんなの県民ＳＯＮＧ！

～名古屋うた旅情編～

懐メロ♪ ドライブミュージック
※⑧みんなの県民ＳＯＮＧ！

～愛媛うた旅情編～

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

 
※⑨みんなの県民ＳＯＮＧ！

～秋田うた旅情編～ 
9:00～ ふくい浪漫 
い～ざぁええDay

③9:00～ シリーズ歌謡ロマン 
五木ひろし ⑩みんなの県民Ｓ
ＯＮＧ！～大分うた旅情編～ 
9:00～ ふくい浪漫 い～ざぁええDay 
⑰演歌男子。大運動会 
㉔ザ・スター 松田聖子
9:30～レッツゴーヤング(～11:00) 
㉛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～

④みんなの県民ＳＯＮＧ！～兵
庫うた旅情編～ 9:30～ ミッツ・
マングローブの歌声デート ⑪み
んなの県民ＳＯＮＧ！～島根うた
旅情編～ 9:00～ 竹原ピストル 
＆ MOROHA スペシャルLIVE 
in FUJI & SUN ’19 ⑱CAR 
and DRIVE MUSIC 9:00～ 
Yogee New Waves スペシャ
ルLIVE in FUJI & SUN ’19  
㉕9:00～J-POP ライブラリー

9 ツメ折り！カセットソング

10
さすらいの太陽 TUBE MV特集 

※⑬ユニコーン
㉗エレファントカシマシ

⑦⑭しゃべくりDJ 生稲晃子の
ミュージックアワー！！ 
㉑㉘しゃべくりDJ GAKU-MC
のミュージックアワー！！

ジャストポップアップ 
※①⑮J-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 
※㉕TUBE MV特集 

(～11:00)FOLK&ROCK ALIVE LIVE 
SELECTION 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  

アルバム･コレクション 
⑥松田聖子⑬⑳中森明菜

㉗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

CAR and DRIVE MUSIC ※⑨WOWOW 
MUSIC Selection TIMELESS SESSIONS 
in YOKOHAMA Produced by 武部聡志
※FUJI & SUN ’19 
㉓竹原ピストル＆MOROHA
㉚Yogee New Waves

福田雄一×StarS（井上芳雄・浦井健治・
山崎育三郎）「トライベッカ」 TUBE MV特集 

※④エレファントカシマシ MV
特集※㉕ポップジャム 11:45
～僕たちの青春ソングス ミニさすらいの太陽

0 CAR and DRIVE 
MUSIC 懐メロ♪ ドライブミュージック

中津川 THE SOLAR BUDOKAN 
2018 ②JUN SKY WALKER(S) 
⑨FLYING KIDS ⑯ストレイテナー
㉓藤巻亮太 ㉚シシド・カフカ 

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！！

J-POP ライブラリー 
※⑱米米CLUB MV特集

1
僕たちの青春ソングス 80年代女性アイドルソング  

アルバム･コレクション 
③⑩松田聖子 ⑰㉔中森明菜

㉛本田美奈子.  

CAR and DRIVE 
MUSIC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！

⑦㉑政経マネジメント塾 
2:00～ 目撃者ｆ 
⑭㉘郷土劇場 

2:20～ ハワイ・ローカルトーク

きらり九州めぐり逢い ゆるっとふわ鉄旅
ハワイ・ローカルトーク

OKINAWA MONDE W・ALKER

2
virtual trip 世界ローカルナビ

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
山日和

世界ローカルナビ 芸妓えれがんす
さつま狂句 芸妓えれがんす さつま狂句

インフォメーション

特番
ランキング番組初回放送

※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。
8/20深夜0：00～翌朝6：00 
スカパー！プレミアム(H264)644ch

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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