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聴 き た い 歌 が  こ こ に あ る

真琴つばさ
Presents

すみれ女子会

市川由紀乃
コンサート2017～唄女～

3ヵ月連続特集 第2弾

2018福田こうへい 
 コンサート IN 浅草公会堂
～真心伝心～

コンサート

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

～井上芳雄、六角精児ら 豪華共演～

特番

五木ひろしの
変な異次元酒場 後編



＜出演＞ 五木ひろし／井上芳雄／六角精児
 福田こうへい／新羅慎二（湘南乃風・若旦那）
 藤田玲／植田圭輔／荒牧慶彦／北川大介／おかゆ
＜ナレーション＞ りんごちゃん

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】が今
宵もオープン！「いつもと違う歌を歌ってみよう」をテーマに、ミュージカル界のプリン
ス・井上芳雄がテレサ・テンの名曲「時の流れに身をまかせ」を、六角精児が島倉千
代子の「愛のさざなみ」を熱唱！またオーナー五木は70年代にヒットした吉田拓郎の
「旅の宿」をギターの弾き語りで披露します。今回は、2.5次元ミュージカルなどで活
躍する俳優にもフォーカス、今話題の藤田玲・植田圭輔・荒牧慶彦が登場し、世代
を越えて歌い継がれる名曲をエピソードや秘話を語りながら歌います。

◆再放送　11/21（木）午後6時11/9（土） よる8時

五木ひろしが拓郎の曲を弾き語り＆
井上芳雄がテレサ・テンを熱唱！

五木ひろしの
変な異次元酒場 

～井上芳雄、六角精児ら 豪華共演～後編

2018 福田こうへい
コンサート IN 浅草公会堂～真心伝心～

宝塚OGが集う大人の女子会

2018年12月10日に浅草公会堂にて開催された『福田こうへいコンサートツアー
2018 真心伝心』。「南部蝉しぐれ」「峠越え」「天竜流し」などヒット曲のほか、カ
バー曲も多数歌唱。オリジナル音源では味わえない、コンサートの臨場感と福田こ
うへいの力強く迫力ある歌声をお楽しみ下さい。

11/30（土） よる7時30分　

＜歌唱曲＞♪道ひとすじ　♪北の旅人（石原裕次郎）　♪父子鷹　
♪北酒場（細川たかし）　♪帰ってこいよ（松村和子）　♪北の出世船 ほか

福田こうへいコンサート2017 IN 新歌舞伎座
◆ 11/23（土・祝） よる8時

ふるさとに響け！ 福田こうへい復興の歌声
～三陸ツアー2017～

◆ 12/7（土）よる8時

NEW！！ 乞うご期待！◆ 12/14（土）

11月・12月は4週連続で福田こうへいのコンサートを放送！

衣装協力:

＜歌唱曲＞
♪Diamonds
♪WHITE BREATH
♪未来予想図Ⅱ
♪EXCITER!!  ほか

MCに真琴つばさを迎え、宝塚歌劇団で活躍してきたスターたちが
大切なマイベストソングをカラオケで披露、また現役時代の貴重な話や
今まで語られることがなかったパーソナルな部分を女子会と称して
ざっくばらんにおしゃべりする、新感覚の音楽番組。

11/3（日・祝） よる9時
◆再放送 11/14（木）午後6時、11/25（月）よる11時

チャンネル公式サイトで
発表予定！

番組
オリジナルグッズを
プレゼント！

＜出演＞

MC 真琴つばさ　
アシスタント 妃海 風
ゲスト 真飛 聖／七海ひろき／天真みちる



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。
11月は、来年2020年に8年
ぶりのツアーコンサートを
発表したL'Arc-en-Cielを
特集！1994年のメジャーデ
ビューから現在までのMV
をたっぷりお届けします。

＜曲目＞♪HONEY ♪花葬 
♪STAY AWAY ほか 

11/5（火） 午後5時 ほか #124

＜歌唱曲＞浪曲一代／氷川きよし
安芸の宮島／水森かおり　愛のままで…／秋元順子 ほか

ⒸNHK

（NHK放送日：2009年5月26日）

話題曲満載！愛を歌う  
放送当時（2009年）のヒット曲を氷川きよし、水森かおり、
秋元順子らが熱唱。

ⒸNHK

（NHK放送日：1997年12月13日）11/7（木） よる9時 #5
（NHK放送日：1998年1月24日）11/14（木） よる9時 #6
（NHK放送日：1998年2月28日）11/21（木） よる9時 #7
（NHK放送日：1998年7月18日）11/28（木） よる9時 #8

ポップジャム L'Arc～en～Ciel 
ミュージックビデオ特集

今回の主役はアルファロメオ・ジュリエッタ。初秋の
八ヶ岳高原をゴキゲンなBGMと共に疾走します。

毎週月曜　深夜0時

#27  11/4（月・祝） ほか

#29  11/18（月） ほか
#28  11/11（月） ほか

#30  11/25（月） ほか

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。

ゲストのコロッケがいろいろな
歌手の物まねで「長崎は今日も
雨だった」を歌うほか、五木ひ
ろし＆由紀さおりがデュエットで
「夜明けのスキャット」を披露。

出演： 五木ひろし／三山ひろし／由紀さおり／コロッケ 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

＜紹介曲＞♪佐渡の夕笛 ♪紙の鶴 ほか
丘みどり特集
11/8（金） 午後2時 ほか

＜紹介曲＞♪北の孤愁 ♪人は旅人 ほか
山本譲二 特集
11/22（金） 午後2時 ほか

11/5（火） よる10時 ほか

＜紹介曲＞♪孫  ♪いのち ♪芙蓉の花のように

平成のミリオンセラーを記録した演歌歌手・大泉
逸郎が登場！現在77歳、喜寿となった彼が孫の
可愛いさを歌い話題となった大ヒット曲「孫」の当
時のエピソードや“孫”の現在について語ります。

#173   大泉逸郎
11/7（木） 午後5時 ほか

＜紹介曲＞♪下町純情 ♪おとこの純情

新時代到来に期待の若手演歌歌手・辰巳ゆう
とがメインゲストで登場。MC2人とともに都内
ロケを敢行！イベント活動や最新曲の情報も交
えてお届けします。

#174   辰巳ゆうと
11/21（木） 午後5時 ほか

TFG ～兎にも角にも
ファンのために頑張ります～

七海ひろき ～START!!～

業界初！“五感”をコンセプトとした7人の俳優による新感覚アーティス
トグループ「TFG」のアーティストとしての活動に焦点を当てた番組。
レコーディングやアートワーク、ミュージックビデオの撮影など作品を
作る上での取り組みや葛藤、ライブパフォーマンスをすることへの情熱
や想いなど、今までにない“コアな部分”に迫った内容をお届けします！

宝塚歌劇団の男役スターとして活躍した七海ひろきが
アーティストとしてソロデビュー。新しいフィールドに漕ぎ
出した七海ひろき新章の船出を伝えます。初ワンマンライ
ブの密着ドキュメントの模様や本人独占インタビューをお
届けします。

11/20（水） 深夜1時 ほか

11/21（木） 深夜1時 ほか

11月17日（日）は
CHAGE and ASKAを 

5時間30分一挙放送！　

ⒸNHK

午後6時 ほか 
#13

11/5（火）

（NHK放送日：
2017年5月6日）

2017年9月に浅草公会堂で行われたコン
サートの模様をお届け。オリジナル・ヒット
曲メドレーからカバー曲まで充実の内容を
コンサートならではのバンド編成によるオ
リジナルアレンジでお送りします。"魅せる"、
"聴かせる"実力派演歌歌手・市川由紀乃
の迫力のステージをご堪能ください。
＜歌唱曲＞
♪心かさねて ♪命咲かせて 
♪愛のさざなみ（島倉千代子） 
♪待っている女（五木ひろし） 
♪ある女の詩（美空ひばり） 
♪赤ちょうちん（かぐや姫） ほか◆再放送 11/28（木）午後6時11/16（土） よる8時

市川由紀乃3ヵ月連続特集 第2弾

市川由紀乃
コンサート2017
～唄女～

新番組

今伝えたい”をキーワードに多彩な音楽ジャンルのアーティストを
独自にピックアップし、その魅力をお届けします。

午後5時
1992年、当時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本格的なコンサートムービー。

CHAGE AND ASKA CONCERT MOVIE GUYS

よる7時
時代を彩ったヒット曲や名曲の数 を々お届け！
CHAGE and ASKA ミュージックビデオ特集

よる8時

2004年にお台場野外特設会場で開催されたコンサート。

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

＜出演＞ T.M.Revolution
 SOPHIA
 THE YELLOW MONKEY
 L'Arc～en～Ciel ほか

協力：FCAジャパン
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[  番組表  ]

月
4・11・18・25

火
5・12・19・26

水
6・13・20・27

木
7・14・21・28

金
1・8・15・22・29

 土
2・9・16・23・30

 日
3・10・17・24

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～ 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 昭和スター列伝
③森繁久彌 ⑩近江俊郎
⑰加山雄三 ㉔霧島昇

芸妓えれがんす
若っ人ランドわが心の演歌

8 ベストヒット演歌  ①⑬㉖島津亜矢 ②⑭㉗吉幾三 ⑤⑮㉘五木ひろし ⑥⑯㉙坂本冬美 
⑦⑳川中美幸 ⑫㉓前川清⑲㉚丘みどり ⑨㉒天童よしみ ⑧㉑細川たかし 

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

⑦㉑特選！ ヒット演歌 
⑭㉘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
演歌売れ筋
ランキング

オリコン
演歌＆歌謡

TOP30

10

11
ベストヒット演歌 

⑤坂本冬美 ⑫⑲丘みどり
㉖山本譲二

時代を映す
名曲アルバム

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 オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

演歌の花道 五木先生の
歌う！SHOW学校 

※⑨⑯きよしとこの夜
きよしとこの夜 

※⑩⑰NHK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 
①坂本冬美 ⑧⑮丘みどり

㉒㉙山本譲二

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

USEN
演歌ベスト303

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 煌く日本の歌手
～わが心の演歌～

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

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

※㉚新歌舞伎座初座長 
山内惠介特別公演

7:30～ 2018福田こうへい
コンサート IN 浅草公会堂 

～真心伝心～ 
(～9:15)

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栄光のグループサウンズ　
THE G.S 
※⑰CHAGE AND ASKA 
CONCERT MOVIE GUYS

インフォメーション

6
五木先生の歌う！SHOW学校 
※⑫鉄道歌浪漫 ～懐かしき昭和
の風景を流行歌にのせて～ (～7:30)

⑦中村美律子 デビュー30周年記
念コンサート ～笑顔の先に～ 
⑭真琴つばさ Presents すみれ女
子会 7:00～ 80年代女性アイドル
ソング 松田聖子 アルバム･コレク
ション ㉑五木ひろしの変な異次元
酒場 後編 ～井上芳雄、六角精児
ら 豪華共演～ 7:00～ 80年代女
性アイドルソング 松田聖子 アルバ
ム･コレクション  ㉘市川由紀乃コ
ンサート2017～唄女～ 7:30～
煌く日本の歌手～わが心の演歌～

特選！ ヒット演歌ミニ

7 宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

歩きながらソング 60年代 
僕たちの青春ソングス

演歌売れ筋
ランキング

※⑮歌手・中澤卓也の
道程

CAR and DRIVE 
MUSIC 

※⑰CHAGE and ASKA 
ミュージックビデオ特集夜も一生けんめい。 僕たちの青春ソングス

8 懐メロ♪ドライブミュージック

②川中美幸 七変化！美幸一座
⑨五木ひろしの変な異次元酒場 後
編 ～井上芳雄、六角精児ら 豪華共演～ 
9:00～ 竹原ピストル ＆ MOROHA 
スペシャルLIVE in FUJI & SUN ’19 
⑯市川由紀乃コンサート
2017～唄女～ 
9:30～演歌の花道 
㉓福田こうへい コンサート
2017 IN 新歌舞伎座 9:30～ 
わが心の演歌 
㉚9:15～五木先生の歌う！
SHOW学校

③エレファントカシマシMV特集 
9:00～ 真琴つばさ 
Presents すみれ女子会
⑩太田裕美 庄野真代 渡辺真知子 
オーケストラで歌う青春ポップスコンサート  
9:30～ ザ・スター 萩原健一 
⑰CHAGE and ASKA 25th 
Anniversary Special  チャゲ&
飛鳥 熱風コンサート (～10:30) 
㉔島津亜矢SINGERコンサート2018 
9:30～ 夜も一生けんめい。

9
70/80年代

女性アイドルソング作品集 
④尾崎亜美 ⑪玉置浩二
⑱井上陽水 ㉕財津和夫 

しゃべくりDJ 寺田恵子の
ミュージックアワー！ 
9:30～ しゃべくりDJ 諸星和己
のミュージックアワー！ 
※⑤しゃべくりDJ 杏子&サンプ
ラザ中野くんのミュージックア
ワー！

70's80's JUKEBOX ～カテ
ゴリ別 名曲プレイリスト～

ポップジャム

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 

⑤㉖L'Arc~en~Ciel
⑫CHAGE and ASKA
⑲プリンセス プリンセス

ツメ折り！
カセットソング J-POP ライブラリー

①レッツゴーヤング 10:45～愛・旅立ち 
⑧70/80年代女性アイドルソング
作品集 大瀧詠一 11:00～細野
晴臣 0:00～松任谷由実 
⑮マルシア Debut 30th 
Anniversary Kick Off Live
～私はどうしてここに？～ #1、2 
㉒80年代女性アイドルソング
薬師丸ひろ子ベストテン 
11:00～薬師丸ひろ子 アルバ
ム･コレクション 
0:00～中山美穂ベスト20(～1:30) 
㉙鉄道歌浪漫～懐かしき昭和の
風景を流行歌にのせて～ 
11:30～ 70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～(～1:30)

レッツゴーヤング
艶歌 ※③西城秀樹 マイ・
フェイバリット ヒデキ 
※⑰10:30～ 懐メロ♪ 
ドライブミュージック

福田雄一×StarS
（井上芳雄・浦井健治・

山崎育三郎）「トライベッカ」

11
僕たちの青春ソングス 

※㉕真琴つばさ Presents 
すみれ女子会

ツメ折り！
カセットソング 艶歌

ミュージックビデオ特集 
⑦TUBE

⑭ユニコーン
㉑エレファントカシマシ
㉘CHAGE and ASKA

クリス松村の
注文の多いレコード店 J-POP ライブラリー 

※③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

80年代
女性アイドルソングベストテン 
②河合奈保子 ⑨柏原芳恵
⑯菊池桃子 ㉓荻野目洋子

㉚松本伊代 

③J-POP ライブラリー 
※ミュージックビデオ特集 
⑩プリンセス プリンセス

⑰L'Arc~en~Ciel
㉔米米CLUB

1
僕たちの青春ソングス ※⑳㉘TFG ～兎にも角にもファンのために頑張ります～ ※㉑㉗七海ひろき ～START!!～ CAR and DRIVE 

MUSIC
懐メロ♪ 

ドライブミュージックぐっ！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！ ⑥⑳政経マネジメント塾 
2:00～ 目撃者ｆ 
⑬㉗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 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 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。

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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