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八神純子 Live 
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「みずいろの雨」「パープルタウン」など、1970年代後半から80年代にかけて鮮烈な
ヒット曲を連発した、八神純子。1986年からアメリカに生活拠点を移し、一時中断
していた活動を2011年に再開。翌2012年3月からは全国ツアーもスタートさせ、
精力的に活動を続ける彼女が2019年11月、東京・中野サンプラザで開催したコン
サート「八神純子Live キミの街へ～Here We Go！」の模様を余すところなく放送！
今も変わらぬクリスタルヴォイスと、輝かしい往年の名曲に彩られた八神純子のパワ
フルなステージをお届けします。

◆再放送　1月31日（金）よる10時

1/19（日） よる8時

  八神純子Live 
キミの街へ～Here We Go！

1月25日は石川さゆりを4時間連続放送！

独占
 放送！

十五歳でデビューし、ただひたむきに歌い続けて
十年間、石川さゆりの二十五歳の誕生日に新宿
コマ劇場にて開催された記念すべきコンサート。
デビュー曲「かくれんぼ」から大ブレイクのきっか
けとなった「津軽海峡・冬景色」、「能登半島」、
「暖流」など色褪せない名曲の数々を歌い上げる。
十周年の幸せを噛みしめ、もっとお客様の心に染
み入る歌を歌いたいと語る、後の日本を代表する
歌手の姿がここにあります。
（1983年1月30日 新宿コマ劇場）

よる7時
石川さゆり
10周年リサイタル 
歌から詩へ

歌手生活二十周年を記念し新橋演舞場にて開
催されたコンサート。澄みきった高音、ときどき
聴かせるファルセット、年と共に歌声そのものを
魅力的にしてきた石川さゆり。「津軽海峡・冬景
色」、「天城越え」、「夫婦善哉」、「風の盆恋歌」な
ど数々のヒット曲を飛ばし、名実ともに日本を代
表する歌手となった石川さゆりをご堪能ください。
（1992年10月28日 新橋演舞場）

よる8時15分
歌手生活
20周年記念 
石川さゆり
リサイタル 道

＜石川さゆり 歌唱曲＞
♪津軽海峡・冬景色  ♪飢餓海峡  
♪波止場しぐれ  ♪昭和夢つばめ

よる10時
演歌の花道 #393

（テレビ東京放送日： 1996年10月6日） 

＜石川さゆり 歌唱曲＞
♪波止場しぐれ
♪肥後の盆唄～炎～

よる10時30分
NHK歌謡コンサート #118

（NHK放送日：2008年4月22日放送）

出演：
サンプラザ中野くん／ZIGGY／SHOW-YA／ダイアモンド ユカイ
（RED WARRIORS）／デーモン閣下（EX聖飢魔Ⅱ）／永井真理子／
MAGUMI（Lä-ppisch/The BREATHLESS）／ラフィンノーズ ほか

1月は大人のロックファンに捧げる70～80年代のロックナンバーを選曲！

毎週木曜 よる10時 ほか

1984年、名古屋で数万人を動員した伝説の
野外ロックフェス「ROCK WAVE’84」。当時、
中京テレビが放送していた人気音楽情報番
組「5時SATマガジン」から派生したイベント
で、第一線で活躍していたミュージシャンが
数多く出演し音楽業界の伝説となっていまし
た。令和という新しい時代を迎えた2019年
9月、遂に「GOJISAT. ROCK WAVE 2019」
として奇跡の復活を果たし、豪華な出演者の
共演は新たなロックの伝説を作り上げました。
歌謡ポップスチャンネルでは中京テレビで放
送された90分バージョンから180分の拡大
ライブ版としてお届けします！

◆再放送　1月24日（金）よる10時

1/5（日） よる8時

出演：

CS初放送！

テレビ初放送！

テレビ初放送！



1月25日は石川さゆりを4時間連続放送！

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。1月は、魔暦21
年（2019年）に地球征服20周年
を迎えたヘヴィメタルバンド聖飢
魔II。これまでの悪魔教布教活
動の小教典（シングル）の中から
珠玉の名曲をたっぷりお届け。

1/7（火） 午後5時 ほか #126

ⒸNHK

Ⓒ NHK

1996年から1999年にかけてNHKで放送された
12話を3日間連続で放送！

ポップジャム 聖飢魔II  
ミュージックビデオ特集

Char SPECIAL in 中津川 
THE SOLAR BUDOKAN 2019

ACIDMAN SPECIAL in 中津川 
THE SOLAR BUDOKAN 2019

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～

天童よしみが憧れの松田
聖子の曲を可憐に披露。
また天童よしみと丘みど
りが「東京の花売り娘」を
歌唱対決！

出演： 五木ひろし／三山ひろし／丘みどり／天童よしみ ほか

出演： 米米CLUB／THE YELLOW MONKEY
L'Arc～en～Ciel／JUDY AND MARY
T.M.Revolution 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

＜紹介曲＞♪まつり ♪大漁船 ほか
北島三郎特集
1/10（金） 午後2時 ほか

＜紹介曲＞♪雪 深深 ♪ふたり道 ほか
藤あや子特集
1/24（金） 午後2時 ほか

1/7（火） よる9時 ほか

ⒸNHK

午後6時 ほか 
#15

1/7（火）

（NHK放送日：
2018年1月9日）

1/18（土） よる8時

心に残る映画音楽、ミュージカルの名曲がステージいっぱいに蘇る

昭和を彩ったご当地歌謡曲を
BGMにした誰もが楽しめる鉄道×
音楽番組。列車の走行音や駅の
発車メロディなども副音声に収録。

デビュー50年を過ぎてなお、天性の美しい声と抜群の歌唱
力で日本のトップシンガーとして活躍を続ける森山良子。演
奏に東京フィルハーモニー交響楽団を迎えて、クラシック、
映画音楽などの名曲に、そのヴォーカルの魅力を余すところ
なく発揮。森山良子のパワフルな歌声と軽快なMCで、観る
人だれもが元気になれるプレミアムなコンサートは必見！！
＜歌唱曲＞♪小犬のワルツ ♪涙そうそう ♪さとうきび畑
♪この広い野原いっぱい ♪オペラ『椿姫』より「乾杯の歌」 ほか

1/8（水） #1   叡山電鉄（京都）
1/15（水） #2   弘南鉄道（青森）
1/22（水） #3   都電荒川線（東京）
1/29（水） #4   黒部峡谷鉄道（富山）

デビュー45周年の山本譲二が新春初ゲスト！歌手を
夢見て上京した当時の想いやヒット曲とのめぐり逢い、
師匠・北島三郎への恩義や吉幾三とのエピソードな
ど、45年の歌手生活を名曲とともに振り返ります。

1/9（木） 
午後5時 ほか
#177   山本譲二

下町の流しから歌手デビューを果たし、今もなお、演歌道を追求
し続ける渥美二郎が登場。レパートリーは数知れない渥美が、ス
タジオでリクエストに応えて流しを実演。大ヒット曲の当時のエピ
ソード、後世まで歌い残してたい最新の意欲作について語ります。

1/23（木） 
午後5時 ほか
#178   渥美二郎

三連休
一挙放送！
三連休
一挙放送！

極めつき！真夏の熱唱  
氷川きよし、三山ひろし、島津亜矢らが自身の歌の世界
をドラマティックに、そしてゴージャスに披露。
（NHK放送日：2009年7月28日）

新しい音楽との出会いが見つかる音楽情報番組。
次世代ミュージシャンが続々登場！

WOWOW PLUS MUSIC
  

深夜1時の音楽タイム 
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。

森山良子 with
東京フィルハーモニー交響楽団
～Ryoko Classics コンサート V～

毎週水曜 よる7時 ほか

NEW 井上苑子

「青春恋愛ソング」のカリス
マ井上苑子が、休日に友だ
ちとお出かけしながらこれま
での音楽活動や、プライベー
トの話をおしゃべり。MVや
貴重なLIVE映像も必見！

日本が世界に誇るギタリスト、Charの白熱のステージをオンエア。圧
巻のギターテクニックに加え、佐藤タイジ、Reiとの魂のギターバトル、
福原美穂を加えたソウルフルなヴォーカルとのセッションは必見！

2013年から7年連続で中津川のステージに出演しているACIDMANの
貫禄のステージをお届け。新旧、多彩な楽曲で観客を魅了し、エネルギッ
シュな演奏で会場を興奮の渦へ巻きこんだ彼らの姿をお見逃しなく！

#1  1/23（木） 深夜1時 ほか

「そんちゃん、
22歳の休日」

NEW

楽曲センスとともにライブ
パフォーマンスが注目され
るガールズ・ダンス＆ボー
カル・グループ＊東京女子
流＊が結成10周年にお届
けする冠レギュラー番組。

#1  1/24（金） 深夜1時 ほか
東京女子流の1/2成人式

TFG
～兎にも角にもファンの

ために頑張ります～

#4  1/1（水・祝）

七海ひろき
～START!!～

#4  1/2（木）

CUBERSの
今日なにする～？

まねきケチャの
夜談（よだん）

#5  1/9（木） #7  1/23（木）
#6  1/16（木） #8  1/30（木）

#2  1/6（月）
#3  1/20（月）

#2  1/7（火）
#3  1/21（火）

毎週木曜 よる9時45分

よる8時

1/11（土） #1 #4～
1/12（日） #5 #8～
1/13（月・祝） #9 #12～

「今会いたいミュージシャン」と出会う。

2ヵ月連続特集　第1弾

太陽光から生まれた電気でロックコンサートを
行うという全国でも類をみないコンセプトの

大型フェス「中津川 THE SOLAR BUDOKAN 」。
番組では4組のアーティストを厳選し、

ライブやバックステージの模様をお届けします。

1/26（日） よる8時 

1/26（日） よる9時 

撮影：古川喜隆 /木村泰之

撮影：上山陽介 /高橋良平

好評 CAR and DRIVE MUSICシリーズの鉄道版が新登場！

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。

新番組

ゲスト： 田島貴男 ほか
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[  番組表  ]

月
6・13・20・27

火
7・14・21・28

水
1・8・15・22・29

木
2・9・16・23・30

金
3・10・17・24・31

 土
4・11・18・25

 日
5・12・19・26

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
※⑬艶歌-ENKA-<60分> 
7:30～ オリコン演歌＆歌謡
スペシャル 2019年間トップ

100 (～3:30)

日本のこころ　ふるさとの歌 ④⑱ハワイ・ローカルトーク◇山日和

7 車で旅する歌謡曲 ⑪㉕いわさき白露トーナメント 昭和スター列伝
⑤加山雄三 ⑫霧島昇
⑲遠藤実 ㉖越路吹雪

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  ①⑭㉘島津亜矢 ②⑮㉙吉幾三 ③⑯㉚五木ひろし ④⑰㉛坂本冬美 ⑦⑱丘みどり 
⑧㉑山本譲二 ⑨㉒森昌子 ⑩㉓2019年紅白歌合戦 出場歌手特集 ⑪㉔北島三郎 ㉕藤あや子 

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

9 インフォメーション

平成紅白名曲選　
特選！ ヒット演歌

スペシャル
※⑥特選！ ヒット演歌

スペシャル

特選！ヒット演歌
USEN

演歌ベスト30
※①令和に歌い継ぎたい
名曲集＜歌謡決定版＞ 
※⑧平成紅白名曲選　

特選！ ヒット演歌
スペシャル

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 
※②令和に歌い継ぎたい名曲
集＜歌謡決定版＞ (～12:30) 
※㉓心に染みいる冬の名曲集

＜歌謡決定版＞

特選！ ヒット演歌
スペシャル

※③USEN演歌ベスト30

令和に
歌い継ぎたい

名曲集
＜歌謡決定版＞

 
※④特選！ ヒット演歌

スペシャル

オリコン
演歌＆歌謡

TOP30
※⑫平成紅白名曲選

特選！ ヒット演歌
スペシャル

10

11 ベストヒット演歌 
⑦2019年紅白歌合戦 出場
歌手特集 ⑭㉑北島三郎特集 

㉘藤あや子特集

時代を映す
名曲アルバム

12
特選！ ヒット演歌

スペシャル
※⑥平成紅白名曲選　

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
※①令和に歌い継ぎたい
名曲集＜歌謡決定版＞ 

(～4:00)

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

※②⑨令和に歌い継ぎた
い名曲集＜歌謡決定版＞

演歌の花道 ※③オリコン演
歌＆歌謡TOP30 (～4:00)

きよしとこの夜※④オリコン
演歌＆歌謡スペシャル 2019

年間トップ100 (～9:00)

NHK歌謡コンサート
※⑤きよしとこの夜 ※⑫五木

先生の歌う！SHOW学校特選！ 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 
⑩⑰北島三郎特集 
㉔㉛藤あや子特集 オリコン

演歌＆歌謡
TOP30

※⑪令和に歌い継ぎたい
名曲集＜歌謡決定版＞

USEN
演歌ベスト30

※⑤特選！ ヒット演歌
スペシャル

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 煌く日本の歌手
～わが心の演歌～

4 オリコン
演歌＆歌謡
TOP 30

※⑥平成紅白名曲選　
特選！ ヒット演歌

スペシャル

インフォメーション 令和に歌い継ぎた
い名曲集＜歌謡決

定版＞
※①インフォメーション 

4:30～ 演歌の花道 
6:00～ 五木ひろしメモリアル

コンサート 70years
さらなる挑戦 (～8:00) 

※⑧歌のあとさき 市川由紀乃 
5:00～ 市川由紀乃 オン・ス

テージ～令和の夢～ 
6:30～ 艶歌 -ENKA- <30分>

インフォメーション

USEN
演歌ベスト30

※③インフォメーション 
4:30～ 島津亜矢

リサイタル2008 無双 
6:30～ 島津亜矢

リサイタル2010 挑戦
 (～8:30)

演歌の花道 わが心の演歌
※②演歌の花道 (～6:00)

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

※㉕心に染みいる冬の
名曲集＜歌謡決定版＞ 
7:00～ 石川さゆり
10周年リサイタル 

歌から詩へ(～8:05)

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

※⑲心に染みいる
冬の名曲集

＜歌謡決定版＞

インフォメーション

6
五木先生の

歌う！SHOW学校
②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～ ⑨シリーズ歌謡ロマ
ン 氷川きよし 7:00～ ワンダ
フル東北 第９回 冬・北国から
のコンサート (～8:30) ⑯杉
田二郎デビュー50周年記念コ
ンサート～人生の階段～ 
㉓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～ 
7:30～ 艶歌-ENKA-<30分> 
㉚坂東玉三郎・小椋佳がミッ
チーに捧げる名曲たち　後編
～三橋美智也二十三回忌追善
メモリアルコンサート～ 
7:00～ みんなの県民ＳＯＮ
Ｇ！～岩手うた旅情編～

特選！ ヒット演歌ミニ

7 宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

艶歌 -ENKA- 
<60分>

列車で旅する歌謡曲
～TRAIN and 

RAILWAY MUSIC
令和に

歌い継ぎたい
名曲集

＜歌謡決定版＞
 

※③8:30～ 島津亜矢
SINGERコンサート2018

CAR and DRIVE 
MUSIC

8
懐メロ♪ドライブミュージック

※①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～』 
(～10:30) ※②コロッケ芸能生活35周年記念コンサート (～10:00) 

※⑨8:30～ 艶歌 -ENKA- <30分> ※⑬ポップジャム (～11:00)

④9:00～ 平成紅白名曲選
特選！ヒット演歌スペシャル(～3:00) 
⑪ポップジャム (～11:00) 
⑱森山良子 with 東京
フィルハーモニー交響楽団
～Ryoko Classics コンサート V～ 
㉕8:05～石川さゆり特集
◇特選！ヒット演歌ミニ
8:15～ 歌手生活20周
年記念 石川さゆりリサイ
タル 道

⑤GOJISAT.ROCK 
WAVE 2019 
⑫ポップジャム 
⑲八神純子Live キミの
街へ～Here We Go！ 
10:00～ 聖飢魔II ミュー
ジックビデオ特集 
㉖Char SPECIAL in 
中津川 THE SOLAR 
BUDOKAN 2019 
9:00～ ACIDMAN 
SPECIAL in 中津
川 THE SOLAR 
BUDOKAN 2019 
10:00～ アラウンド90's
ロックバンド◇MV特集

9
夜も一生けんめい。 
※㉗レッツゴーヤング

9:45～ 
僕たちの青春ソングス ミニ

ミュージックビデオ特集 
⑦㉑聖飢魔II  

⑭㉘アラウンド90'sロック
バンド

ミュージックビデオ特集 
⑧冬に聴きたいヒットソン
グ ⑮BARBEE BOYS 
㉒懐かしのヒットソング 
㉙L'Arc～en～Ciel

ポップジャム

SONG LIST

10
70/80年代

女性アイドルソング
⑥松任谷由実 ⑳吉田拓郎
※㉗70年代女性アイドル

ソング アラカルト

ツメ折り！
カセットソング

70's80's JUKEBOX　
～私たちが選ぶこの10曲～ 
※①10:30～ 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～ (～11:30)

J-POP ライブラリー
※②リリー・フランキー

presentsザンジバルナイト
２０１９ (～1:00)

③NAONのYAON 2019　第一
部 (～11:30) ⑩艶歌 -ENKA- 
<60分> ⑰70年代女性アイドル
ソング 山口百恵 ベストテン 
㉔GOJISAT.ROCK WAVE 2019 
(～1:00) ㉛八神純子Live キミの
街へ～Here We Go！ (～0:00)

⑱艶歌 -ENKA- <60分> 
㉕演歌の花道 
10:30～NHK歌謡コンサート 
(～11:15)

11
僕たちの青春ソングス ※⑥平
松愛理 「部屋とYシャツと私」◇
MV特集 11:15～ 僕たちの青
春ソングス ミニ 11:30～ 鉄道
歌浪漫～懐かしき昭和の風景
を流行歌にのせて～ (～1:00)

J-POP ライブラリー

ツメ折り！カセットソング 
※①11:30～ 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～ (～0:30)

ミュージックビデオ特集
⑨プリンセス プリンセス

⑯TUBE
㉓エレファントカシマシ

㉚米米ＣＬＵＢ

③11:30～ NAONのYAON 
2019 第二部 (～1:30) 
⑩懐かしのヒットソング
◇MV特集 
⑰70年代女性アイドルソング 
太田裕美ベストテン

レッツゴーヤング 
※㉕11:15～ 

レッツゴーヤング (～0:00)

さすらいの太陽 
※㉖1:30～ CAR and 

DRIVE MUSIC

僕たちの青春ソングス ミニ

0
列車で旅する歌謡曲

～TRAIN and RAILWAY 
MUSIC

懐メロ♪ドライブミュージック 
※①0:30～ 艶歌 -ENKA- <30分>

⑩冬に聴きたいヒットソング
◇MV特集 
⑰70年代女性アイドルソング 
石野真子ベストテン 
㉛CAR and DRIVE MUSIC

CAR and DRIVE MUSIC

1
WOWOW PLUS MUSIC 

①⑨TFG ～兎にも角にもファンのために頑張ります～ ②⑧七海ひろき～START!!～ ⑥⑮⑳㉘CUBERSの今日なにする～？ ⑦⑬㉑㉗まねきケチャの夜談 
㉓㉛井上苑子 「そんちゃん、22歳の休日」 ㉔㉚東京女子流の1/2成人式 ※⑭放送休止(～翌7:00) ※⑩㉙アラウンド90'sロックバンド

◇MV特集 ※⑯冬に聴きたいヒットソング◇MV特集 ※⑰僕たちの青春ソングス ※㉒懐かしのヒットソング◇MV特集
列車で旅する歌謡曲

～TRAIN and RAILWAY 
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！ ①新春狂言 「宗旦狐」「素袍落」

⑧郷土劇場 
2:20～ ハワイ・ローカルトーク 

⑮㉙政経マネジメント塾 
2:00～ いわさき白露トーナメント 
㉒CAR and DRIVE MUSIC

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

⑪J-POP ライブラリー⑱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 ㉕郷土劇場 
2:50～ ハワイ・ローカルトーク

懐メロ♪ 
ドライブミュージッククロ女子白書 さつま狂句

インフォメーション

マークは同時に複数の音声を放送している音
声多重の番組です。※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。
1/14深夜1時～翌7時全停波  1/22深夜1時
～翌7時スカパー！（CS110）329ch

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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