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聴 き た い 歌 が  こ こ に あ る

市川由紀乃
オン・ステージ～令和の夢～

3ヵ月連続特集 第1弾

五木ひろし／井上芳雄／六角精児／福田こうへい
中川翔子／新羅慎二（湘南乃風・若旦那） ほか

五木ひろしの変な異次元酒場 
 前編  ～井上芳雄、六角精児ら 豪華共演～

特番

CHAGE and ASKA 
25th Anniversary Special
 チャゲ&飛鳥 熱風コンサート

コンサート

三山ひろし 純烈



◆再放送 10/24（木）午後6時

10/5（土） よる8時

人気歌手・市川由紀乃がさらなる
飛躍を懸け挑んだ新歌舞伎座での
初座長公演、その千穐楽から「市川
由紀乃オン・ステージ～令和の夢～」
の模様をお届け。コンサートでは自
身のヒット曲のほかに様々なジャン
ルの曲にも挑戦！また舞台稽古や
裏側にも密着、“初座長”の重圧や
お客様への感謝など市川由紀乃の
様々な思いを映します。その全てが
込められた千穐楽のフィナーレ、五
木ひろしがこの公演のために書き
上げた曲「逢いたいなぁ」を涙なが
らに熱唱する姿は必見です。

＜出演者＞ 五木ひろし／井上芳雄／六角精児
	 福田こうへい／中川翔子／新羅慎二（湘南乃風・若旦那）
	 藤田玲／荒牧慶彦／植田圭輔	ほか

気まぐれオーナー・五木ひろしとやとわれ店長・六角精児の【異次元酒場五木】に、
演歌、ミュージカル、2.5次元などで活躍する人気アーティストが集い、歌やトークを
繰り広げるスペシャル番組。歌仲間たちが音楽の楽しさや、切ない青春エピソードを
交えて歌うほか、普段歌わないジャンルにも挑戦！ ミュージカル界のプリンス・井上芳雄
は「時の流れに身をまかせ」を披露。また福田こうへいが米津玄師の「Lemon」を訛ら
ずに熱唱。さらに、五木ひろしが東京の居酒屋にアポ無しで突撃！ 突如現れた“流し・
五木ひろし„にお客さんは大盛り上がり。リクエストにこたえて歌うシーンも見どころ。　

◆再放送　10/22（火・祝）よる7時10/12（土） よる8時

＜歌唱曲＞ ♪俺ら東京さ行ぐだ／三山ひろし＆純烈  
♪言葉にできない  ♪いごっそ魂  ♪望郷山河 ほか／三山ひろし
♪ひまわりの約束  ♪プロポーズ  ♪純烈のハッピーバースデー ほか／純烈

10/19（土） よる7時

演歌・歌謡界を代表する演歌歌手・三山ひろしと歌謡コーラスグループ・
純烈が、昭和の名曲からアニソン、J-POPバラードまで様々なジャンルを
お届けする一日限りのスペシャルライブ。
“あの年末のステージを再現する”企画コーナーでは、昨年のNHK紅
白歌合戦で三山ひろしが「いごっそ魂」を歌唱し“けん玉ギネス記録”を
達成した「けん玉」に純烈も挑戦。また念願の初出場を果たした純烈の
「プロポーズ」の歌唱では、三山ひろしが純烈の衣装を着用し、5人で披
露するという貴重なコラボレーションをお届けします。

◆再放送 10/31（木）午後6時

異ジャンルが集う型破り音楽特番！

五木ひろしの変な異次元酒場 
前編  ～井上芳雄、六角精児ら 豪華共演～

3ヵ月（10月～12月）連続特集 第1弾

市川由紀乃
オン・ステージ 
～令和の夢～

新歌舞伎座初座長 
市川由紀乃 特別公演より

（2019年7月18日収録）
※番組内容は一部変更になる場合がございます。
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三山ひろし 純烈

● 三山ひろしの「いろはカルタ」
三山ひろしが自身の楽曲へ対する想いや、けん玉
などをテーマに“ひとりカルタ”でトークを展開。

10/19（土） 
午後5時

● 五木先生の歌う！ SHOW学校

五木ひろしが“先生”に扮し熱血指導する、NHKの音楽バラエティ。

10/19（土） 

● ベストヒット演歌 新旧のヒット曲をミュージックビデオでご紹介。
♪人恋酒場 ♪望郷山河 ほか

10/19（土） 
午後6時

三山ひろし出演番組

ⒸNHK

#1   よる8時30分 （NHK放送日：2015年10月12日）

#7   よる9時15分 （NHK放送日：2016年12月24日）

五木ひろし3ヵ月連続特集 第2弾



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。

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。10月はプリンセス プリンセスをピックアップ！

昭和35年～58年頃にかけて撮影された8mmの秘蔵映像を特別に公開！
懐かしい数々の列車や電車と街並みを当時のヒット曲と共にお届けします。

＜曲目＞
♪世界でいちばん熱い夏 
♪M ♪DIAMONDS ほか 

10/8（火） 午後5時 ほか #123

出演者： 船村徹／北島三郎／島倉千代子
 鳥羽一郎／大月みやこ ほか

ⒸNHK

（NHK放送日：2009年5月12日）円熟・船村徹ヒット集  
作曲家・船村徹をゲストに迎え、世に送り出した数多く
の名曲の中から厳選した11曲をお届け。

（NHK放送日：1998年12月5日）
ⒸNHK

PENICILLIN
SURFACE
ネプチューン ほか

10/13（日） よる11時 ほか 
#11

T.M.Revolution
THE ALFEE
広末涼子 ほか

10/27（日） よる11時
#12

（NHK放送日：1999年2月6日）
ⒸNHK

ポップジャム プリンセス プリンセス 
ミュージックビデオ特集

今月はVW ザ・ビートルが登場！軽井沢の爽快なドライ
ブ・ルートを素敵な音楽とともに走ります。

毎週月曜　深夜0時

#23  10/7（月） ほか

#25  10/21（月） ほか
#24  10/14（月・祝） ほか

#26  10/28（月） 

CAR and DRIVE MUSIC

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。

ガンダムソングが話題となっている森口博子が番組初
登場！ファンから「ガンダムの女神」とも呼ばれる森口
博子の歌の魅力を数々の代表曲とともにお届けします。
夏に開催されたLIVE TOURにも密着！

#172   森口博子
10/24（木） 午後5時 ほか

＜紹介曲＞♪ETERNAL WIND ～ほほえみは光る風の中～ 
♪ホイッスル ♪水の星へ愛をこめて

「夫婦の歌」をテーマに、山内惠
介が「お嫁においで」を、福田こう
へいが「夫婦春秋」を披露。五
木先生と学級委員・山内惠介の
仲良しすぎるやりとりも見どころ。

出演者： 五木ひろし／山内惠介／福田こうへい  ほか

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。

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
ベストヒット演歌

10月14日、鉄道の日スペシャル特番

鉄道歌浪漫
～懐かしき昭和の風景を流行歌にのせて～

＜紹介曲＞♪麗しきボサノヴァ ♪和み酒 ほか
五木ひろし特集
10/11（金） 午後2時 ほか

＜紹介曲＞♪また君に恋してる　♪俺でいいのか ほか
坂本冬美 特集
10/25（金） 午後2時 ほか

CHAGE and ASKAデビュー25周年を記念し、2004年にお台場野外特設会場で開催
されたコンサート。「SAY YES」、「NとLの野球帽」などのライブ定番曲はもちろん、「ひと
り咲き」や「声を聞かせて」「モーニングムーン」に、提供曲である『パラダイス銀河／光
GENJI（作詞・作曲：飛鳥涼）』、『Newsにならない恋／早見優（作曲：CHAGE）』、『ボヘ
ミアン／葛城ユキ（作詞：飛鳥涼）』まで披露するなど、ファンにはたまらない選曲でお届け。

10/13（日） よる7時

10/8（火）
よる10時 ほか

10/14（月・祝） よる8時 ほか

＜紹介曲＞♪兄弟連歌 ほか

北山たけしと大江裕による演歌デュオ「北島兄弟」が
登場！師匠・北島三郎との数々のエピソードや、昨年
末に出場したNHK紅白歌合戦の話を披露します。

#171   北島兄弟
10/10（木） 午後5時 ほか

（北山たけし＆大江裕）

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のLIVEを放送！

ⒸFUJI & SUN ’19

七尾旅人＆cero
スペシャルLIVE in FUJI & SUN ’19

1998年のデビュー以降、唯一無二のライブパフォーマンスで聴く者を魅了する七尾
旅人と、髙城晶平、荒内佑、橋本翼を中心とした大所帯でのライブパフォーマンスで
音楽的快楽の世界に誘うceroのライブをお届け。
＜紹介曲＞♪Rollin' Rollin’／七尾旅人 ♪Summer Soul／cero ほか

◆再放送　10/18（金）よる11時10/6（日） よる9時

3ヵ月連続LIVE特集 第3弾
独占放送

CHAGE and ASKA 3ヵ月連続特集 第3弾

CHAGE and ASKA 
25th Anniversary Special 
チャゲ&飛鳥 熱風コンサート

デビュー25周年を記念して行なわれた一夜限りのスペシャルライブ

ⒸNHK

午後6時 ほか 
#12

10/8（火）

（NHK放送日：
2017年4月22日）
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[  番組表  ]

月
7・14・21・28

火
1・8・15・22・29

水
2・9・16・23・30

木
3・10・17・24・31

金
4・11・18・25

 土
5・12・19・26

 日
6・13・20・27

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 うた紀行～懐かしい歌 彩る情景～
※③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

オリコン
演歌＆歌謡

TOP30

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 ベストヒット演歌 
⑥天童よしみ
⑬五木ひろし

⑳川中美幸 ㉗坂本冬美

芸妓えれがんす
若っ人ランドわが心の演歌 ※㉒鉄道歌浪漫～懐かしき昭和の風景を流行歌にのせて～ (～9:00)

8
ベストヒット演歌 ①⑫㉖川中美幸 ②⑮㉙細川たかし ③⑯㉚天童よしみ ④⑰㉛前川清 ⑧⑱島津亜矢 

⑨⑲吉幾三 ⑩㉔氷川きよし ⑪㉕中村美律子 ㉓五木ひろし
※⑤昭和スター列伝－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

③時代を映す名曲アルバム 
10:30～ 昭和スター列伝
－森繁久彌－ 
⑩㉔特選！ ヒット演歌 
⑰㉛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

特選！ ヒット演歌
スペシャル 

※④演歌売れ筋ランキング

演歌売れ筋
ランキング

 
※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 
11:30～ 
ベストヒット演歌  吉幾三

オリコン
演歌＆歌謡

TOP30

10

11 ベストヒット演歌 
⑧吉幾三 ⑮五木ひろし
㉒島津亜矢 ㉙坂本冬美

※①うた紀行～懐かしい歌 彩
る情景～ 12:00～ 煌く日本
の歌手～わが心の演歌～

時代を映す名曲アルバム 
※③車で旅する歌謡曲 
12:00～ 歩きながらソング12

特選！ ヒット演歌
スペシャル

インフォメーション

1

USEN
演歌ベスト30

特選！ ヒット演歌
※㉚鉄道歌浪漫

～懐かしき昭和の風景を
流行歌にのせて～ 

2:30～ 歩きながらソング
オリコン

演歌＆歌謡
TOP30

演歌の花道 きよしとこの夜※⑤大鵬薬品スペ
シャル「演歌男子。神のお告げを聞
け！」1:30～ 特選！ ヒット演歌ミニ
※㉖五木先生の歌う！SHOW学校

⑥㉗きよしとこの夜 
⑬⑳NHK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

2
ベストヒット演歌 

⑪五木ひろし ⑱中村美律子
㉕坂本冬美 

※④時代を映す名曲アルバム

オリコン
演歌＆歌謡
T OP30

USEN
演歌ベスト30

※⑥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 

4:00～ USEN演歌
ベスト30(～7:00)

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 車で旅する歌謡曲 ※②60年
代 僕たちの青春ソングス

煌く日本の歌手～わが心の演歌～
※④60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

演歌の花道 わが心の演歌※③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

※①みんなの県民ＳＯＮＧ！
～島根うた旅情編～(～6:00) 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

※⑲三山ひろしの
「いろはカルタ」 

6:00～ ベストヒット
演歌 三山ひろし特集 
7:00～ 三山ひろし×
純烈LIVE(～8:30)

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

※⑳大沢桃子
デビュー15周年記念
～感謝のうたコンサート～ 
6:30～ わが心の演歌

インフォメーション

6
五木先生の歌う！SHOW学校 
※①山本浩二＆譲二のドレミ

ファスタジアム (～7:00)

③ワンダフル東北 第９回 冬・
北国からのコンサート ⑩芸能
生活55周年記念『五木ひろし
スペシャルコンサート～紅白歌
唱全41曲の軌跡～』 (～8:30) 
⑰演歌男子。学園祭LIVE in 
浅草 (～8:00) ㉔市川由紀乃 
オン・ステージ～令和の夢～ 
㉛三山ひろし×純烈LIVE

特選！ ヒット演歌ミニ

7
宮本隆治の

歌謡ポップス☆一番星
※⑦大鵬薬品スペシャル「演歌男子。
神のお告げを聞け！」  7:30～宮本
隆治の歌謡ポップス☆一番星（～8:30）

歩きながらソング ※①福田雄一×StarS（井上
芳雄・浦井健治・山崎育三郎）「トライベッカ」 
※㉒五木ひろしの変な異次元酒場 前編 ～井
上芳雄、六角精児ら 豪華共演～ (～8:00)

60年代 僕たちの青春ソングス 
※②70年代男性アイドルソング 
西城秀樹ベストテン(～8:00)

演歌売れ筋
ランキング 

※④ベストヒット演歌 
細川たかし　

みんなの県民ＳＯＮＧ！
8:00～ 大分うた旅情編 
9:00～ 島根うた旅情編

CAR and DRIVE MUSIC 
※⑥しゃべくりDJ Chage & デー
モン閣下のミュージックアワー！ 
※⑬CHAGE and ASKA 25th 
Anniversary Special チャゲ
&飛鳥 熱風コンサート (～9:30)

夜も一生けんめい。
※①歩きながらソング 僕たちの青春ソングス わが心の演歌

8
懐メロ♪ドライブミュージック

※⑩8:30～ 僕たちの青春ソングス 
※⑭鉄道歌浪漫～懐かしき昭和の風景を流行歌にのせて～ (～9:30)

⑤市川由紀乃 
オン・ステージ～令和の夢～ 
9:30～ 歩きながらソング 
⑫五木ひろしの変な異次
元酒場 前編 ～井上芳雄、
六角精児ら 豪華共演～ 
9:00～ レッツゴーヤング 
9:45～ 松田聖子、私たちの
フェイバリットソング⑲8:30～ 
五木先生の歌う！SHOW学校 
㉖ベストヒット演歌 氷川きよし
9:00～ シリーズ歌謡ロマン 氷川きよし

⑥みんなの県民ＳＯＮＧ！
～大分うた旅情編～ 
9:00～ 七尾旅人＆cero 
スペシャルLIVE in FUJI & SUN ’19 
⑬9:30～ 80年代女性アイド
ルソングSP 松田聖子 (～11:00) 
⑳武田鉄矢・海援隊 スペシャ
ルサンクスコンサート 
9:30～ 歩きながらソング 
㉗AKIKO WADA 50th 
ANNIVERSARY「THE 
LEGEND OF SOUL」

9
70's80's JUKEBOX

～私たちが選ぶこの10曲～ 
※⑭9:30～ 

歩きながらソング

しゃべくりDJ 杏子のミュー
ジックアワー！※①ツメ折り！
カセットソング (～10:00)

永遠のロッカーたち 
※②ツメ折り！カセットソング 

(～10:00)
ポップジャム 

※③ツメ折り！カセットソング 
(～10:00)

しゃべくりDJ サンプラザ中野
くんのミュージックアワー！

永遠のロッカーたち～名曲プレ
イリスト～⑨加瀬邦彦⑯GARO
㉓ゴダイゴ㉚宇崎竜童 僕たちの青春ソングス ミニ

10
さすらいの太陽  ミュージックビデオ特集 

①TUBE
⑧プリンセス プリンセス

⑮米米CLUB㉒ユニコーン
㉙CHAGE and ASKA

70's80's JUKEBOX
 ～カテゴリ別 名曲プレイリスト～ 

※②しゃべくりDJ 
生稲晃子 & GAKU-MCの

ミュージックアワー！！

J-POP ライブラリー 
※③ジャストポップアップ

④J-POP ライブラリー ⑪レッ
ツゴーヤング 10:45～ 愛・旅
立ち (～1:00) ⑱70年代女性
アイドルソング 山口百恵 ベスト
テン㉕鉄道歌浪漫 (～11:30)

レッツゴーヤング
※⑫しゃべくりDJ クリス松村

のミュージックアワー！！

ミュージックビデオ特集 
⑥エレファントカシマシ

⑳TUBE
㉗プリンセス プリンセス

FOLK&ROCK ALIVE LIVE 
SELECTION※㉘夜も一生け
んめい。 (～11:30)

11
僕たちの青春ソングス
※㉘11:30～ 懐メロ♪ 
ドライブミュージック

ツメ折り！カセットソング 
※①70/80年代女性アイドル

ソング 尾崎亜美 作品集

70/80年代女性アイドルソン
グ ⑨大瀧詠一⑯尾崎亜美
㉓ 玉置浩二㉚宇崎竜童 

※②70's80's JUKEBOX　
～私たちが選ぶこの10曲～ 

ミュージックビデオ特集 
⑩CHAGE and ASKA

⑰㉛プリンセス プリンセス
㉔エレファントカシマシ 

※③ツメ折り！カセットソング 

④JUN SKY WALKER(S) 
SPECIAL in 中津川 THE 
SOLAR BUDOKAN 2018 
⑱七尾旅人＆cero スペシャル
LIVE in FUJI & SUN ’19 
㉕11:30～ 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福田雄一×StarS（井上芳雄・浦
井健治・山崎育三郎）「トライベッカ」 ポップジャム

さすらいの太陽 僕たちの青春ソングス ミニ

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 
④FLYING KIDS
⑱ストレイテナー 

㉕CAR and DRIVE MUSIC

80年代 女性アイドルソング・
ベスト１００ 

※⑤しゃべくりDJ 
生稲晃子 & GAKU-MC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

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！ ②⑯㉚政経マネジメント塾 
2:00～ 目撃者ｆ 

㉚2:00～ 敬天愛人 
⑨㉓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 CAR and DRIVE MUSIC ※⑤70/80
年代女性アイドルソング 尾崎亜美 作品集

懐メロ♪ ドライブミュージック
※⑥CAR and DRIVE MUSIC

ハワイ・ローカルトーク OKINAWA MONDE W・ALKER

2 目撃者ｆ
世界ローカルナビ

2:10～山日和  2:15～芸妓え
れがんす  2:20～さつま狂句

J-POP ライブラリー 
※⑤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 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。
10/8 深夜1:30-1:35　
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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