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テレサ・テン 
コンサート・ライブ

TV初放送

演歌の花道
ちあきなおみ

CS初放送

CS初放送

鈴木雅之 
Masayuki Suzuki taste of martini tour 2019

“Funky Flag Love Parade”

オフコース 
1982 ・ 6 ・ 30 

武道館コンサート

聴 き た い 歌 が  こ こ に あ る

ⓒユニバーサル ミュージック



2019年3月に発売したアルバム「Funky Flag」を掲げ開催した全
国ツアーから、2019年6月に行われた東京・NHKホールの公演を
放送。高見沢俊彦、小西康陽、松尾潔らがプロデュースした新曲
のほか、「恋人」「違う、そうじゃない」「ハリケーン」「め組のひと」
「夢で逢えたら」などの代表曲、また初期ソロ活動をプロデュース
した山下達郎、小田和正をフィーチャーし「DOWN TOWN／
シュガー・ベイブ」「さよなら／オフコース」のカバーなど、豪華セッ
トリストでお届け！さらにアルバムの核となる楽曲「愛のFunky 
Flag」をプロデュースした布袋寅泰がギタリストとして参加。

1969年「雨に濡れた慕情」にてデビュー
し50年。1992年に活動を休止するも、今
なお高い人気を誇りCDがヒットし続ける
稀有なアーティスト・ちあきなおみ。1989
年にテレビ東京にて放送された、ちあきな
おみが出演する「演歌の花道」の貴重映像
を30年の時を経て放送します。

アジアの歌姫として、全世界の人々から愛され続けて
いるテレサ・テン。1985年12月15日にNHKホール
で開催された貴重なコンサート映像をお届けします。
「空港」「船歌」「何日君再来」「つぐない」ほか、珠玉の
歌声をご堪能ください。
＜歌唱曲＞
♪空港  ♪アカシアの夢  ♪船歌　♪何日君再來  
♪つぐない  ♪乱されて　♪今でも…  ♪愛人 ほか

1981年～1983年にかけてフジテレビで放送
された、伝説の音楽番組「ザ・スター」。2019年
をもって惜しまれつつも芸能生活にピリオドを
打った森昌子の出演回をお送りします。13歳
「せんせい」でデビューし10年、23歳の森昌子
が魅せるスタジオLIVEをお楽しみください。

2/16（日） よる8時 2/11（火・祝） よる7時

2/22（土） よる8時

◆再放送　2月21日（金）よる10時

◆再放送　2月27日（木）午後6時

2月はコンサート・特番がいっぱい！

1982年に開催された史上初の日本武道館10日間コンサート。
伝説となったコンサートの最終日の模様を収めた作品を放送。
合計して約10万人のキャパシティに対して、50万通以上の申込みが殺到した。
オリジナルメンバーである鈴木康博が最後の参加になった
オフコース5人でのラストステージ。
「さよなら」「愛を止めないで」など数々の名曲を熱唱。
会場を涙と感動の渦へと巻き込んだ貴重映像は必見！

2/9（日） よる8時

オフコース 
1982 ・ 6 ・ 30 
武道館コンサート

1982年に開催され、
今や伝説となったオフコース5人での
ラストステージの模様をお届け！

ⓒユニバーサル ミュージック

ヴォーカリスト・鈴木雅之のスペシャルライブを放送！ アジアの歌姫 テレサ・テンの貴重なステージをお届け！

2ヵ月連続特集 ありがとう森 昌子 

鈴木雅之 

ザ・スター  森昌子

“Funky Flag Love Parade”

Masayuki Suzuki taste of 
martini tour 2019 

＜曲目＞
♪さよなら　
♪言葉にできない　
♪一億の夜を越えて
♪Yes-No　
♪愛を止めないで　
♪I LOVE YOU  ほか

テレサ・テン 
 コンサート・ライブ

ⓒユニバーサル ミュージック

演歌の花道

Ⓒテレビ東京

Ⓒフジテレビジョン

＜ちあきなおみ歌唱曲＞
♪矢切の渡し ♪帰れないんだよ ♪紅とんぼ
（テレビ東京放送日：1989年3月19日)

2/11（火・祝） よる8時

#400   「帰りたい帰れない…」
＜ちあきなおみ歌唱曲＞
♪粋な別れ ♪口笛が聞こえる港町 ♪紅とんぼ
（テレビ東京放送日：1989年6月18日)

2/11（火・祝） よる8時 30分

#401   「夜霧よ…追憶の」

伝説の歌姫・ちあきなおみが登場！ 第 1 弾

#1   あこがれ （フジテレビ放送日：1981年11月3日)

（フジテレビ放送日：1981年11月10日)

（フジテレビ放送日：1981年11月17日)

（フジテレビ放送日：1981年11月24日)

#2   ふるさと
#3   おんな
#4   出発（たびだち）



アジアの歌姫 テレサ・テンの貴重なステージをお届け！

ロック、ポップス、歌謡曲とジャンルを
超えた音楽にファッション要素も加
え、時代を席捲したアーティスト、ア
ン・ルイス。2019年に発売された
CD＋DVD「アン・ルイス・グレイテス
ト・ヒッツ・ウィズ・スロウバック・クリ
ップス」も好評を博している彼女の
魅力を、MVやライブ映像でお届け！

70年～90年代のシティ・ポップから至極の楽曲をセレクト。
時代を超えた都会的で洗練されたサウンドをお届けします。
＜紹介曲＞♪DOWN TOWN／シュガー・ベイブ
♪WINDY SUMMER／杏里
♪LOVELAND, ISLAND／山下達郎 ほか

2/4（火） 午後5時 ほか #127

ⒸNHK

アン・ルイス
ミュージックビデオ特集

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～

山内惠介、坂本冬美、野
口五郎らが「川にまつわる
名曲」を熱唱。また山内
惠介が「銀座カンカン娘」
の歌と踊りを披露します！

出演： 五木ひろし／坂本冬美／山内惠介／市川由紀乃／野口五郎 ほか

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

2/11（火・祝）よる9時 ほか

ⒸNHK

午後6時 ほか 
#16

2/4（火）

（NHK放送日：
2018年1月20日）

2/29（土）
午後6時

2/5（水） ほか 午後3時45分
歌謡曲系大型新人、青山新の最新
密着ドキュメンタリーを放送！番組
では、2020年2月5日に発売するデ
ビュー曲「仕方ないのさ」のミュー
ジックビデオ撮影の舞台裏に潜
入！青山新の素顔と音楽に迫ります。

#1  2/5（水） 午後4時 ほか#2  2/19（水） 
演歌歌手の新曲ミュージックビデオを歌詞テロップ付きで紹
介。また「選りぬき」コーナーでは五木ひろし、真田ナオキの
2組をピックアップ。歌手本人のコメントで最新曲を紹介し、
撮影秘話や楽曲への想いを語ります。

衝撃的な曲でのデビューから大ヒットソング、さら
には最近の歌手活動まで、作詞家・阿久悠、なか
にし礼らとの様々なエピソードを交えて伺います。
＜紹介曲＞♪石狩挽歌 ♪明日へのかけ橋 ほか 

2/6（木） 
午後5時 ほか
#179   北原ミレイ

今回は、芸能生活５０年以上を誇る演歌歌手・鏡五
郎が番組初登場！夫婦ものから歌謡浪曲まで幅広
い作品を歌う鏡五郎の歌の世界をご紹介。新曲
「男の風雪」のエピソードも語っていただきます。

2/20（木） 
午後5時 ほか
#180   鏡五郎

氷川きよしの「ときめきのルンバ」を始め、チェリッシュの
「てんとう虫のサンバ」、美川憲一の「ろくでなし」などの
名曲をたっぷりとお届け。
（NHK放送日：2009年9月8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！

【MC】
小田朋美／曽我部恵一
ピエール中野／manaka

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。

三山ひろし
新曲発売記念特番

NEW Maison book girl

矢川葵、井上唯、和田輪、
コショージメグミによる4

人組。音楽家サクライケンタとともに世界観を作り上げ
る芸術集団「Maison book girl」、通称ブクガ。独特且
つ前衛的な音楽性、他には類を見ないステージ演出や
パフォーマンスが話題のブクガの魅力をお届けします。

#1  2/18（火）
深夜1時 ほか

ハロー!プロジェクト「アンジェルム」の
元メンバーで、高い歌唱力と表現力で
グループの中核を担っていた。2016
年、幼少期からの夢だった女優の道

を志すため同グループを卒業。現在はミュージカル女優、
シンガーとして活躍している田村芽実に番組が密着。

#1  2/19（水）
深夜1時 ほか

NEW 田村芽実

井上苑子
「そんちゃん、22歳の休日」

東京女子流の
1/2成人式

#2  2/6（木）
#3  2/20（木）

#2  2/7（金）
#3  2/21（金）

CUBERSの
今日なにする～？

まねきケチャの
夜談（よだん）

#4  2/3（月） #4  2/4（火）

「今会いたいミュージシャン」と出会う。

2ヵ月連続特集　第2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。

一青窈 
SPECIAL in 中津川 THE SOLAR BUDOKAN 2019

「ハナミズキ」等のヒット曲に加え昭和の名曲の数々をカヴァーした一青窈。沼
澤尚（Dr）、中條卓（Ba）の最強のリズム隊を従え、栗原健（Sax）、さらにSOIL 
& “PIMP” SESSIONSからは社長（Agitator）とタブゾンビ（Tp）を招き、この日
限りのスペシャルセッションを披露。他では見られない圧巻のステージは必見。

2/23（日・祝） よる8時 

THE BACK HORN 
SPECIAL in 中津川 THE SOLAR BUDOKAN 2019

晴れわたる天気の中、オーディエンスと一体となり爆音を轟かせたのが
2017年以来、2度目の出演となったTHE BACK HORN。地鳴りのよう
な観客の盛り上がりと大合唱のエンディングに感涙すること間違いなし！

2/23（日・祝） よる9時 

撮影：木村泰之

撮影：上山陽介

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。

演歌・歌謡曲の新曲をいち早くミュージックビデオで紹介！

新番組

デビュー！ 青山 新
～歌にまっすぐな１９歳、はじまる

演歌新時代到来！

よる9時45分毎週木曜
よる10時 ほか毎週木曜

NHK紅白歌合戦5年連続出場の
人気歌手・三山ひろし。番組では
1月8日に発売した最新曲「北のお
んな町」のレコーディングやミュー
ジックビデオ撮影の舞台裏に潜入！



2020

2
[  番組表  ]

月
3・10・17・24

火
4・11・18・25

水
5・12・19・26

木
6・13・20・27

金
7・14・21・28

 土
1・8・15・22・29

 日
2・9・16・23

6 歌謡最前線 知里のミュージックエッセンスPartII

令和に
歌い継ぎたい

名曲集
＜歌謡決定版＞

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

歩きながらソング 車で旅する歌謡曲 ハワイ・ローカルトーク 7:00～山日和
※⑧㉒いわさき白露トーナメント

7 オリコン演歌＆
歌謡スペシャル 

2019
年間トップ100

わが心の演歌 ⑦㉑聴かせて！あなたのリ
クエスト
※＜歌謡決定版＞ 
⑭心に染みいる冬の名曲
集㉘酒と涙と男女の演歌

ベストヒット演歌
⑨2019年紅白歌合戦 出場歌手
⑯伍代夏子㉓丘みどり ※②昭
和スター列伝－田端義夫－

芸妓えれがんす
若っ人ランド

8
ベストヒット演歌 

⑥㉗山本譲二 
⑬北島三郎 ⑳五木ひろし

ベストヒット演歌 
①丘みどり ⑧㉙森昌子
⑮藤あや子 ㉒坂本冬美

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

9 インフォメーション

③平成紅白名曲選　
特選！ ヒット演歌

スペシャル
 

＜歌謡決定版＞ 
⑩十人十色の演歌

㉔酒と涙と男女の演歌 
※⑰演歌新曲ファイル

④川中美幸 コンサート2010
11:00～ 歩きながらソング 
⑪中村美律子デビュー30周
年記念コンサート ⑱特別番
組 渥美二郎デビュー３０周年
記念コンサート  ㉕グラシェ
ラ・スサーナ 11:00～ 艶歌 
-ENKA- <30分>

USEN
演歌ベスト30

＜歌謡決定版＞ 
⑥⑳酒と涙と男女の演歌
㉗心に染みいる冬の名曲集 
※⑬聴かせて！あなたのリ
クエスト 新曲・名曲・ヒット曲 

特選！ ヒット演歌
スペシャル

⑦平成紅白名曲選
⑭㉘2019年発売曲特集 

 
※㉑十人十色の演歌

＜歌謡決定版＞

令和に
歌い継ぎたい

名曲集
＜歌謡決定版＞

 
⑧㉒演歌新曲ファイル 

⑮㉙平成紅白名曲選　特
選！ ヒット演歌スペシャル

オリコン
演歌＆歌謡

TOP30

10

11 ベストヒット演歌 
④藤あや子 

⑪⑱伍代夏子
㉕三山ひろし

時代を映す
名曲アルバム

12
2019年発売曲特集
◇特選！ヒット演歌

スペシャル 
※⑩令和に歌い継ぎた

い名曲集
＜歌謡決定版＞

インフォメーション

1
USEN

演歌ベスト30

特選！ ヒット演歌
⑤㉖男性歌手特集
⑲女性歌手特集 
※⑫鉄道歌浪漫　～懐か
しき昭和の風景を流行歌
にのせて～ 2:30～ 艶歌 
-ENKA- <30分>

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

演歌の花道 きよしとこの夜
②⑨NHK歌謡コンサート 

⑯㉓五木先生の歌う！
SHOW学校特選！ヒット演歌ミニ※⑭青山新特番

インフォメーション

2 ベストヒット演歌 
⑦⑭伍代夏子
㉑㉘三山ひろし

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※⑤特選！ミニ 
3:45～デビュー！青山新～歌
にまっすぐな19歳、はじまる

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

演歌新曲ファイル 

＜歌謡決定版＞ 
⑫酒と涙と男女の演歌

㉖十人十色の演歌

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

2019年発売曲特集
◇特選！ヒット演歌

スペシャル
※⑧令和に歌い継ぎたい
名曲集＜歌謡決定版＞ 

※㉙三山ひろしの
「歌い継ぐ！昭和の流行歌」 

6:00～ 三山ひろし
新曲記念特番 

7:00～ 五木先生の歌う！
SHOW学校 （～8:30）

②酒と涙と男女の演歌
＜歌謡決定版＞ 

⑨聴かせて！
あなたのリクエスト　
新曲・名曲・ヒット曲 
※特選！ヒット演歌 
⑯男性歌手特集
㉓女性歌手特集

インフォメーション

6
五木先生の

歌う！SHOW学校
⑥市川由紀乃コンサート

2017～唄女～ 
⑬吉幾三コンサート

⑳川中美幸 コンサート2010 
㉗テレサ・テン 

コンサート・ライブ 
7:00～十人十色の演歌

＜歌謡決定版＞ (～8:00)

特選！ ヒット演歌ミニ ※㉕青山新特番

7 宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

艶歌 -ENKA- <60分>
※⑪テレサ・テン 

コンサート・ライブ
※⑱十人十色の演歌＜歌謡決定版＞

列車で旅する歌謡曲
～TRAIN and RAILWAY 

MUSIC

演歌新曲ファイル

※＜歌謡決定版＞ 
⑦十人十色の演歌㉑酒と

涙と男女の演歌

CAR and DRIVE 
MUSIC

演歌の花道

8 懐メロ♪ドライブミュージック
※⑪演歌の花道 ちあきなおみ

①渥美二郎デビュー30周
年記念コンサート 
⑧三山ひろし×純烈LIVE 
9:30～ 煌く日本の歌手
～わが心の演歌～ 
⑮五木ひろしコンサート
～よこはま・たそがれから
40年の熱唱～ 
9:30～ 艶歌-ENKA-<30分> 
㉒ザ・スター 森昌子
㉙8:30～ 鉄道歌浪漫 
～懐かしき昭和の風景を
流行歌にのせて～

②竹原ピストル＆MOROHA 
スペシャルLIVE in FUJI & SUN ’19 
⑨オフコース 1982・6・30 
武道館コンサート(～9:45) 
⑯鈴木雅之 Masayuki Suzuki taste 
of martini tour 2019 “Funky Flag 
Love Parade”(～10:30)
㉓一青窈 SPECIAL in 中津川 
THE SOLAR BUDOKAN 2019

9
③⑰夜も一生けんめい。 
⑩㉔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
④小田和正

⑪アン・ルイス
⑱90'sドラマ主題歌

㉕懐かしのヒットソング

ミュージックビデオ特集
⑤プリンセス プリンセス

⑫冬に聴きたいヒットソング
⑲米米CLUB 

㉖十人十色の演歌
＜歌謡決定版＞

ポップジャム
②田島貴男 スペシャルLIVE 
in FUJI & SUN ’19 
⑨9:45～ 小田和正 ミュー
ジックビデオ特集 (～10:45) 
㉓THE BACK HORN 
SPECIAL in 中津川 THE 
SOLAR BUDOKAN 2019SONG LIST

10
80年代女性アイドルソング　
アラカルト 
※③70年代女性アイドルソ
ング アラカルト 
※㉔70年代女性アイドルソ
ング 山口百恵 ベストテン

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～ J-POP ライブラリー

⑦中津川 THE SOLAR 
BUDOKAN 2019 Char 
11:00～ ACIDMAN  
⑭ツメ折り！カセットソング
(～1:00) 
㉑オフコース 1982・6・30 
武道館 コンサート 
11:45～ 90'sドラマ主題歌
◆MV特集 (～0:45) 
㉘70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

艶歌 -ENKA- <60分> 
※ミュージックビデオ特集 

⑮小田和正
㉙アン・ルイス 

※㉒森昌子特集　
ベストヒット演歌

②真琴つばさ Presents 
すみれ女子会 

※MV特集⑨懐かしのヒットソ
ング⑯90'sドラマ主題歌

㉓アラウンド90'sロックバンド

11 僕たちの青春ソングス J-POP ライブラリー ツメ折り！
カセットソング

ミュージックビデオ特集
⑥L’Arc～en～Ciel

⑬懐かしのヒットソング
⑳アン・ルイス

㉗聖飢魔II

レッツゴーヤング
ミュージックビデオ特集 

②冬に聴きたいヒットソング
⑨BARBEE BOYS

⑯エレファントカシマシ
㉓90'sドラマ主題歌①⑧僕たちの青春ソングス ミニ

◆⑮㉒㉙MV特集 

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
MV特集 

⑦アラウンド90'sロックバンド
㉑0：45～ 懐かしのヒットソ

ング㉘90'sドラマ主題歌
CAR and DRIVE MUSIC ツメ折り！

カセットソング

1
WOWOW PLUS MUSIC 

③⑪CUBERSの今日なにする～？⑥⑭⑳㉘井上苑子 「そんちゃん、22歳の休日」④⑩まねきケチャの夜談 ⑦⑬㉑㉗東京女子流の1/2成人式 
⑱㉖Maison book girl ⑲㉕田村芽実

◆MV特集 ⑤⑰90'sドラマ主題歌 ⑫冬に聴きたいヒットソング ㉔懐かしのヒットソング
列車で旅する歌謡曲

～TRAIN and RAILWAY 
MUSIC

70's80's JUKEBOX　
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

ぐっ！ジョブ～九州ゲンキ主義経済～
※⑰CAR and DRIVE MUSIC (～2:30) ナンデモ特命係 発見らくちゃく！ ⑤⑲政経マネジメント塾 

2:00～ いわさき白露トーナメント
2:15～ virtual trip 

⑫㉖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 
※㉒ぐっ！ジョブ

～九州ゲンキ主義経済～ 
2:25～ ハワイ・ローカルトーク 

2:35～ クロ女子白書

さすらいの太陽クロ女子白書 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。
2/17深夜1時～翌7時スカパー！（CS110）
329ch

特番・新番組
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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