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聴 き た い 歌 が  こ こ に あ る

神野美伽 
35周年記念コンサート 
MIKA SHINNO FEST.

SING LIKE TALKING  
「Amusement Pocket 25/50」

杜このみ
初リサイタル
ファースト

25th Anniversary Concert Tour 2011
VOCALIST & BALLADE BEST FINAL
25th Anniversary Concert Tour 2011
VOCALIST & BALLADE BEST FINALVOCALIST & BALLADE BEST FINALVOCALIST & BALLADE BEST FINAL

Ⓒユニバーサル ミュージック



幼少期より民謡を唄い、民謡の中でも難しいといわれる
「江差追分」の全国大会少年の部で当時史上最年少優勝
を果たすなど実力のある彼女が、恩師・細川たかしに見出
され、歌手デビュー。デビュー曲「三味線わたり鳥」でのエピソードやこれまでリ
リースしてきた数々の楽曲について紹介。久仁京介作詞、四方章人作曲の最
新曲「郷愁おけさ」もお届けします。＜紹介曲＞♪残んの月 ♪王手！ ♪郷愁おけさ

Ⓒユニバーサル ミュージック

Ⓒユニバーサル ミュージック

こちらもチェック！

＜曲目＞
♪レイニー ブルー
♪輝きながら…
♪風のエオリア
♪最後の言い訳　
ほか

ミュージックビデオ特集
7/14（火） 

よる9時 ほか7/26（日） よる7時

NEW！

25th Anniversary Concert Tour 2011
VOCALIST & BALLADE BEST FINAL

2011年に全49公演・18万人を動員したデビュー25周年記念ツアー「VOCALIST & 
BALLADE BEST」から、ファイナル公演の、さいたまスーパーアリーナの模様を放送！「輝きなが
ら・・・」「壊れかけのRadio」「レイニ― ブルー」などの代表曲から、「時代／中島みゆき」「いい日旅
立ち／山口百恵」「卒業写真／荒井由実」など珠玉のカバーまで、25年のキャリアがすべてつ
まった、ベストな選曲によるライブをお届けします。
＜曲目＞♪時代  ♪抱きしめてあげる  ♪ハナミズキ  ♪輝きながら・・・  ♪いい日旅立ち  ♪春の雪  ♪卒業写真 
♪青い契り  ♪壊れかけのRadio  ♪君をつれて  ♪夢を信じて  ♪翼をください  ♪LOVE IS ALL 
♪レイニー ブルー  ♪太陽がいっぱい  ♪明日へ帰ろう  ♪黄昏を止めて  ♪情熱  ♪負けるな  ♪君の青

7/24（金・祝） よる7時

25周年イヤーの2013年の4月27日、東京国際フォーラムAで行われた25周年記念LIVE
「25th Anniversary SING LIKE TALKING Amusement Pocket 25/50」。「Spirit Of 
Love」「La La La」「離れずに暖めて」ほか、代表曲を中心とした楽曲を、日本屈指のミュージ
シャンたちとの共演で披露します。
SING LIKE TALKING （Vo. 佐藤竹善・Key. 藤田千章・G. 西村智彦）

2019年3月13日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7日に行われた東
京・NHKホール公演を放送。「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。
＜曲目＞♪め組のひと  ♪夢で逢えたら  
♪愛のFunky Flag ほか

7/25（土） よる7時

感動の歌声！ボーカリストLIVE 4 DAYS 伸びやかな高音・深く響く低音・踊りたくなるグルーブ、
歌声一つで人の心を動かすスーパーボーカリストたちのLIVEを
7月23日～26日の四連休、毎日よる７時から放送！

NEW！ SING LIKE TALKING  

好評のカバーアルバムシリーズ「SINGER」と同名の
タイトルで、2017年9月30日に東京オペラシティ コ
ンサートホールで開催された、島津亜矢初の演歌を
歌わないコンサート。
＜曲目＞♪I WILL ALWAYS LOVE YOU
♪未来へ  ♪帰らんちゃよか ほか

7/23（木・祝） よる7時

島津亜矢　
SINGER in 東京オペラシティ

鈴木雅之 Masayuki Suzuki taste of martini tour 2019 

“Funky Flag Love Parade”

Amusement Pocket 25/50

Ⓒテイチクエンタテインメント

杜このみ
初リサイタル
ファースト

神野美伽 35周年記念コンサート 
MIKA SHINNO FEST.

2018年10月29日に東京・新宿文化センターで開催された
神野美伽デビュー35周年記念コンサート。ヒット曲、オリ
ジナル曲はもちろん、豪華ゲストを迎えてのコラボなど、バ
イタリティ溢れる“神野節”満載のステージをお届けします。
＜曲目＞♪男船  ♪春夏秋冬屋形船  ♪浮雲ふたり  ♪命の恋  
♪いちから二人  ♪千年の恋歌   ♪石狩挽歌  ♪恋の季節  
♪あんたの大阪  ♪無法松の一生（度胸千両入り） ほか

2013年「三味線わたり鳥」でデビュー、同曲にて第55回日本レコード
大賞新人賞を受賞。今回は2015年6月12日に東京・日本橋三井ホー
ルで開催した初リサイタルの模様を放送。デビュー曲「三味線わたり鳥」や「追分みなと」のほか、民謡も
披露。総勢20名の女性三味線奏者をバックに熱唱する「望郷じょんから」など見どころをダイジェストで
お届け。さらに最新曲「郷愁おけさ」のMVをフルコーラスで紹介。本人のコメントもお届けします。
＜曲目＞♪三味線わたり鳥  ♪のぞみ酒  ♪追分みなと  ♪望郷じょんから ほか

7/11（土） 午後5時30分 ◆再放送　7/30（木）午後6時

神野美伽特集 
ベストヒット演歌

7/11（土） よる7時30分 ほか

新旧のヒット曲をお届け。
＜曲目＞♪愛のワルツ ♪冬の月 ほか

杜このみ特集 
ベストヒット演歌

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～

聴かせて！あなたのリクエスト
新曲・名曲・ヒット曲

7/2（木） 
よる7時 ほか

新旧のヒット曲をお届け。
＜曲目＞
♪王手！ ♪郷愁おけさ ほか

7/2（木） 
午後6時
◆再放送　
7/23（木・祝）
午後6時

7/12（日） 午後4時 ほか
視聴者からのリクエストによる杜このみの
人気曲をランキング形式でご紹介します。

7/23（木・祝） 
午後5時 ほか

杜このみ 新曲発売と誕生日を記念して特集放送！

杜このみ#189

Ⓒテイチクエンタテインメント

photo by 居坂浩文

photo by 居坂浩文



MUSIC JUNCTION LOVERS NOTE

あこがれの「名車」と共に爽
快なドライブルートを素敵な
音楽とともに走ります。今月
の主役はLOTUS ELISE SC。

ポップジャム

演歌・歌謡界で活躍する若手イケメン歌手の秘密を暴くトー
クバラエティ番組。演歌男子が集う会員制のカフェを舞台
に、禁断の裏メニューに書かれたDoki Dokiの暴露ネタで絶
品トークを展開します。もちろん演歌男子たちの最新曲も披
露！さらに、コーナー「演歌男子。のマイベスト」では、演歌男
子たちがどうしても伝えたい情報をランキング形式で紹介！

CAR and DRIVE 
MUSIC
#48  7/6（月）
#49  7/13（月）
#50  7/20（月）
#51  7/27（月）

深夜0時 ほか毎週月曜ⒸNHK

「夢桜」「決めた想い」をテーマに
人気演歌歌手が熱唱。

7/8（水） あさ7時30分 ほか
#412   （テレビ東京放送日：

1997年3月23日）

香西かおり／坂本冬美
五木ひろし

「夢桜」

（テレビ東京放送日：
1997年3月30日）

7/22（水） あさ7時30分
#413   
瀬川瑛子／三船和子
堀内孝雄／岩本公水

「決めた想い」

歌謡ポップスチャンネルが贈る
アーティストMV特集

Ⓒテレビ東京

＜出演＞坂本冬美／伍代夏子／太田裕美 ほか

#135  7/1（水） 午前10時 ほか
（NHK放送日：2010年3月16日）

＜出演＞氷川きよし／石川さゆり／新妻聖子 ほか

#136  7/7（火） 午前10時 ほか
（NHK放送日：2010年3月30日）

hideが登場。自身のバンド「Spread Beaver」で活動を始
めたばかりの頃の貴重なトークのあと、ヒット曲「ROCKET 
DIVE」を披露し会場を盛り上げる。

デビュー50周年を迎え、マルチに活動
を続ける野口五郎の人物像に迫ります。

野口五郎
50周年記念特集

2020年5月にデビュー50周年イヤーに突入した野口五郎を特集。
歌謡曲黄金期をトップスターとして駆け抜けた
エンターテイナーとしての姿、そして超一流ギターテクニックとともに
数多の名曲を送り出すミュージシャンとしての姿、その両面に迫ります！

当時、結成25年目を迎えたTHE ALFEEが登場。また
LUNA SEAが大ヒットを記録した「STORM」を披露する。

＜出演者＞hide with Spread Beaver／小沢健二
ORIGINAL LOVE／相川七瀬／カジヒデキ／知念里奈／tohko

「歌謡曲黄金期｠feat.野口五郎」

＜出演者＞THE ALFEE／LUNA SEA／Folder
華原朋美／Kiroro／UA

#19  7/9（木） よる9時 ほか

歌謡曲黄金期の象徴的な存在だった
「新御三家」の郷ひろみ・西城秀樹・野
口五郎は、どのようにして輝いていった
のかを番組独自の目線で紐解きます。

「歌謡曲黄金期｠feat.新御三家」
#3  7/6（月） よる9時 ほか

#4  7/20（月） よる9時 ほか

#20  7/22（水） よる9時 ほか

（NHK放送日：1998年2月7日） （NHK放送日：1998年4月11日）

ⒸNHK

Ⓒ Lotus Cars

LUNA SEA ミュージックビデオ特集

2020年に結成30周年を迎えたLUNA SEA。
常に攻めの姿勢を崩さず、時代に挑戦しなが
ら日本のロックシーンに数々の伝説を残し、
幅広い層に絶大な人気を誇るモンスターバ
ンドの楽曲をミュージックビデオでお届け。
＜紹介曲＞ 
♪DESIRE ♪IN SILENCE ♪LOVE SONG ほか

新旧のヒット曲をお届けします。
＜紹介曲＞ 
♪春夏秋冬 
♪しあわせに・なりたいね ほか

昭和57年「私のあなた」で歌手デビュー、2作目の
「氷雨」が大ヒットし、翌年のNHK紅白歌合戦に
初出場。デュエットソング「男と女のラブゲーム」な
どの大ヒット曲を世に送り出しながらも、作曲家・
馬飼野康二のすすめにより「歌凛」というペンネー
ムで作詞・作曲活動も続ける彼女の歌世界とは？

生き方と重なるという「桜」をテーマにした楽曲についても紹介します。
＜紹介曲＞ ♪氷雨  ♪横浜フォール・イン・ラブ  ♪桜の刻

さかいゆう  Touch The Soul

7/8（水） よる9時 ほか

SHE'SNEW! #1  7/23（木・祝）深夜1時 ほか
メンバー全員大阪出身の次世代ピアノ
ロックバンド。2012年「閃光ライオット」
ファイナリストを契機にその高い音楽
性が注目を集め、 2016年6月にメ
ジャーデビュー。全作品のソングライ
ティングを担う井上竜馬が奏でるピア
ノをセンターに据え、エモーショナルな ロックサウンドから心を鷲掴み
する珠玉のバラードまで、壮大かつ圧倒的な存在感を放つ。“聴けば、
きっと囚われる。旋律に愛されたバンド” SHE'Sの魅力をお届けします。

#4  7/3（金） 深夜1時 ほか
「世界」と「旅」をテーマに制作された6th Album 
『Touch The World』。ロンドン、LA、NY、サンパ
ウロの文化遺産とも言える歴史あるスタジオを巡
り、 現地のミュージシャン、エンジニアと一緒にレ
コーディングをした、さかいゆう。そのレコーディングに密着した軌跡とともに
「さかいゆう」が世界と触れた時、一人のジャパニーズミュージシャンとしてなに
を感じ、表現していくのか？！デビュー10周年を迎えたいま、集大成ではなく、
さらに進化する今の一番カッコイイ彼の「歌」と「グルーヴ」をお届けします。

デビュー50周年を迎えた歌謡界のトップスター野口五郎。ミュージシャン＆
ギタリストとしても活躍し続ける側面にフィーチャーし、スペシャルゲストとの
貴重なギタートークも交え、彼の魅力に迫るアニバーサリー特別企画をお届
けします。さらにコブクロの小渕健太郎が作詞・作曲を手掛けたデビュー50
周年記念シングル「光の道」についてもクローズアップ。野口五郎がデビュー
時に岐阜県・美濃市から旅立つシーンがテーマになった記念曲の詩の世界、
現地で撮影されたミュージックビデオのメイキング映像も紹介します。

野口五郎 50th Anniversary 
『GO ROAD 光の道へ』
7/24（金・祝） 午後6時  ◆再放送　7/31（金）よる9時

＜ゲスト＞

小渕健太郎
（コブクロ）

ⒸNHK Ⓒ NHK

1993年（平成5年）から14年間にわたって放送された、
さまざまなジャンルの音楽をジャムして（一緒に混ぜて）

伝えたNHKの若者向け音楽番組

日本の音楽史に影響を与えたアーティスト達をピック
アップ。多彩なゲストを招き、さまざまな角度でその
アーティストの魅力や知られざる姿を熱く語りあいな
がら、分岐点を探るトークバラエティ！

＜MC＞
飯尾和樹（ずん）
コムアイ
（水曜日のカンパネラ）

MUSIC JUNCTIONで取り上げた楽曲をピックアップ。
#3  7/6（月）

よる9時30分 ほか
A面：新御三家

#4  7/20（月）
よる9時30分 ほか
B面：野口五郎

大鵬薬品スペシャル

＜出演者＞パク・ジュニョン／松尾雄史／青山新

＜歌唱曲＞♪海に語りて／パク・ジュニョン 
♪俺の花／松尾雄史　♪仕方ないのさ／青山新

#3  7/8（水） よる7時 ほか

#4  7/22（水） よる7時 ほか
＜歌唱曲＞♪夕霧挽歌／パク・ジュニョン
♪北の旅立ち／松尾雄史　♪青春プロローグ／青山新

7/9（木） 午後5時 ほか 日野美歌#188

7/7（火）
午後3時30分 ほか

石川さゆり特集 
ベストヒット演歌

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～ 中森明菜

7月13日の誕生日に出演番組を連続放送！

7/13（月）
よる8時
レッツゴーヤング #4
＜歌唱曲＞♪1/2の神話 ♪咲きほこる花に ♪トワイライト～夕暮れ便り～

（NHK放送日：1983年7月17日）

よる8時45分
レッツゴーヤング #47
＜歌唱曲＞♪飾りじゃないのよ涙は

（NHK放送日：1985年2月10日）

よる9時30分
レッツゴーヤング #2
＜歌唱曲＞♪ロンリー・ジャーニー ♪ミ・アモーレ

（NHK放送日：1985年3月31日）

よる10時15分
ポップジャム #13
＜歌唱曲＞♪DESIRE -情熱- ♪飾りじゃないのよ涙は ♪Tokyo Rose

（NHK放送日：1995年11月17日）

80年代女性アイドルソング 
中森明菜 アルバム･コレクション

よる11時

ⒸNHK Ⓒ NHK Ⓒ NHK

 予告なく番組の変更、内容の変更となる可能性があります。



2020

7
[  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 懐メロ♪ 

ドライブミュージック

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
車で旅する歌謡曲 うた紀行

～懐かしい歌 彩る情景～ 歩きながらソング 日本のこころ ふるさとの歌 さつま狂句
山日和 6:50～ハワイ・ローカルトーク

7
オリコン

演歌＆歌謡
TOP30

＜歌謡決定版＞

車で旅する歌謡曲 わが心の演歌 60年代 
僕たちの青春ソングス 若っ人ランド 時代を映す名曲アルバム

演歌の花道
演歌男子。禁断の裏メニュー～Doki 
Dokiトークを召し上がれ～※③演歌
男子。セレクト！推し曲リレー

8
ベストヒット演歌

①島津亜矢 ⑧石川さゆり 
⑮杜このみ ㉒福田こうへい 

㉙北山たけし USEN演歌
ベスト20

聴かせて！
あなたのリクエスト　
新曲・名曲・ヒット曲 

※③⑰㉛＜歌謡決定版＞

ベストヒット演歌
④福田こうへい ⑪原田悠里 
⑱市川由紀乃 ㉕城之内早苗

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

9
ベストヒット演歌

①吉幾三 ⑧城之内早苗 
⑮島津亜矢 ㉒石川さゆり 

㉙原田悠里

インフォメーション

④⑱演歌新曲ファイル 
⑪㉕＜歌謡決定版＞

オリコン
演歌＆歌謡

TOP30

10 インフォメーション
NHK歌謡コンサート

特選！ ヒット演歌11
⑦川中美幸 コンサート2010
⑭五木ひろしコンサート～よこ
はま・たそがれから40年～ 
㉑小林幸子「薬師寺」復興祈願
コンサート ㉘栄光のグループ
サウンズ THE G.S (～1:00)

USEN演歌
ベスト20

聴かせて！
あなたのリクエスト　
新曲・名曲・ヒット曲 

※⑨㉓＜歌謡決定版＞ 
特選！ヒット演歌

12

⑥⑳演歌新曲ファイル 
⑬㉗＜歌謡決定版＞

演歌の花道 インフォメーション

1
インフォメーション

きよしとこの夜 五木先生の歌う！
SHOW学校

USEN
演歌ベスト20

特選！ ヒット演歌
※①＜歌謡決定版＞ オリコン

演歌＆歌謡
TOP30

ベストヒット演歌
③市川由紀乃 ⑩北山たけし 

⑰吉幾三 ㉔神野美伽 
㉛山内惠介2

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

USEN
演歌ベスト20

艶歌 -ENKA- 
※⑩㉔ 列車で旅する歌謡曲 

TRAIN and RAILWAY MUSIC

3 インフォメーション ベストヒット演歌 
⑦㉘石川さゆり ⑭杜このみ 

㉑神野美伽

インフォメーション インフォメーション

4
オリコン

演歌＆歌謡
TOP 30

①⑮演歌新曲ファイル 
⑧㉒㉙＜歌謡決定版＞

USEN
演歌ベスト20

＜歌謡決定版＞ 
⑫聴かせて！あなたのリク
エスト 新曲・名曲・ヒット曲

インフォメーション インフォメーション

5 ＜歌謡決定版＞ 宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

特選！ ヒット演歌 
※④島津亜矢　

感動！！熱舞台名作歌謡劇場 
(～8:00) 

※⑪演歌の花道 
5:30～ 神野美伽 

35周年記念コンサート 
MIKA SHINNO FEST. 

(～7:30)
6

列車で旅する歌
謡曲～TRAIN and 
RAILWAY MUSIC

杜このみ 初リサイタル
※⑨⑯＜歌謡決定版＞(～8:00) 
※㉚神野美伽 35周年記念 
コンサート MIKA SHINNO 
FEST. (～8:00)

時代を映す名曲アルバム 
※㉔野口五郎 

50th Anniversary 
『GO ROAD 光の道へ』

演歌男子。禁断の裏メニュー
～Doki Dokiトークを召し上がれ～
※⑤MV特集 (～7:00)

僕たちの青春ソングス

7 宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

レッツゴーヤング 
7:45～僕たちの青春ソングス ミニ

演歌男子。禁断の裏メニュー
～Doki Dokiトークを召し上がれ～
※①みんなの県民ＳＯＮＧ！
～島根編～ (～8:00)

②杜このみ特集 
ベストヒット演歌 
㉓島津亜矢 SINGER 
in 東京オペラシティ(～9:00)

70's80's JUKEBOX 
～私たちが選ぶこの10曲～
※㉔SING LIKE TALKING
「Amusement Pocket 

25/50」 (～9:30)

⑪7:30～神野美伽 
ベストヒット演歌(～8:30) 
⑱鉄道歌浪漫(～8:30) 
㉕鈴木雅之 tour 2019 
“Funky Flag Love Parade”
(～9:30)

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」 
⑫五木ひろしの
変な異次元酒場 前編  
8:00～ 後編  
9:00～ 林部智史 MV特集 
9:30～ 永遠のロッカーたち 
⑲マルシア Debut 30th 
Anniversary Kick Off Live 
㉖徳永英明「25th 
Anniversary Concert 
Tour 2011 VOCALIST & 
BALLADE BEST FINAL」 
9:15～ 徳永英明 ミュージッ
クビデオ特集 (～10:15)

僕たちの青春ソングス

8 懐メロ♪ ドライブミュージック
※⑬レッツゴーヤング (～10:15)

クロスカヴァー・
ソングショー

懐メロ♪ 
ドライブミュージック ④島津亜矢リサイタル2015 

ありがとう (～10:30) 
⑪8:30～僕たちの青春ソングス 
9:00～ オフコース コレクション 
⑱8:30～僕たちの青春ソングス 
9:30～ 一青窈 SPECIAL 
in 中津川 THE SOLAR 
BUDOKAN 2019 
㉕9:30～ 小田和正 MV特集 
(～10:30)

9

MUSIC JUNCTION 
※㉗オフコース コレクション 

(～10:00) MV特集 
⑭徳永英明  

㉑松任谷由実  
㉘TUBE

MV特集
⑧LUNA SEA

※⑮㉒ポップジャム（～9:45）
9:45～⑮L'Arc～en～Ciel
㉒LUNA SEA（～10:45）

ポップジャム 
※⑯㉓MV特集(～10:00)

㉚奥田民生 MV特集(～10:00)

女性アイドルソング100(～1:00)
③70年代 ⑰80年代
⑩ALFEE「OVER DRIVE 1983 
ALFEE 8-24 BUDOKAN」
(～10:15) 
㉔9:30～ 懐メロ♪ ドライブ
ミュージック 
㉛野口五郎 50th Anniversary 

『GO ROAD 光の道へ』
⑥⑳MUSIC JUNCTION　

LOVERS NOTE (～10:30)
MV特集 

10:00～⑯久保田利伸
㉓BARBEE BOYS

㉚90's ポップス※②10:00～ 
J-POP ライブラリー

10
⑬10:15～ ポップジャム(～11:00) 
㉗JUKEBOX～カテゴリ別(～11:00)

MV特集
MV特集 
①TUBE 

㉙徳永英明
 ※⑮㉒10：45～MV特集

⑩10:15～ THE ALFEE コレ
クション 
11:15～青春ソングス 11:45
～ MV特集 
㉔MV特集11:00～80年代
河合奈保子ベストテン 
㉛MUSIC JUNCTION 
10:30～LOVERS NOTE  
11:30～ 久保田利伸 MV特集 
(～0:30)

JUKEBOX～カテゴリ別
※④10:30～ 永遠のロッカー
たち ※㉕10:30～ MV特集 
(～11:30)

MV特集
※㉖10:15～ ポップジャム⑥JUKEBOX ～カテゴリ別

⑬11:00～中森明菜 アルバム
･コレクション (～0:00) 
⑳西城秀樹 MV特集 
㉗11:00～MV特集 (～0:00)11 ツメ折り！

カセットソング
70's80's JUKEBOX 

～カテゴリ別 名曲プレイリスト～ 
※⑮㉙MUSIC JUNCTION　

LOVERS NOTE

しゃべくりDJ 浅香唯のミュー
ジックアワー！！ 

※㉚しゃべくりDJ 浅香唯＆
大槻ケンヂのミュージックア

ワー！！ (～1:00)

④JUKEBOX～カテゴリ別 
⑪⑱MV特集 
㉕11:30～ JUKEBOX～カテ
ゴリ別(～0:30)

⑤JUKEBOX～カテゴリ別 
(～1:00) ⑫ポップジャム 
11:45～MV特集 ⑲MV特集 
(～2:00) ㉖THE ALFEE コ
レクション僕たちの青春ソングス

0 CAR and DRIVE 
MUSIC

懐メロ♪
ドライブミュージック

①ツメ折り！カセットソング 
⑧㉒J-POP ライブラリー 
⑮㉙70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

しゃべくりDJ 大槻ケンヂの
ミュージックアワー！！

⑩MV特集 
㉔中森明菜 アルバム･コレクショ
ン  ㉛0:30～ 僕たちの青春ソン
グス

MV特集 
④アン・ルイス ⑱LUNA SEA  
※⑪忌野清志郎 コレクション 
※㉕0:30～ 懐メロ♪ ドライブ

ミュージック

MUSIC JUNCTION
0:30～ MUSIC JUNCTION　
LOVERS NOTE 
※⑤1:00～僕たちの青春ソン
グス

1
僕たちの青春ソングス MV特集

MV特集
※⑨さかいゆう Touch The Soul
◇WOWOW PLUS MUSIC
㉓SHE'S◇WOWOW PLUS MUSIC 
※㉚僕たちの青春ソングス

◇WOWOW PLUS MUSIC
③さかいゆう Touch The Soul
㉛SHE'S※⑩MV特集 ⑰青春ソングス 
㉔懐メロ♪ ドライブミュージック CAR and DRIVE 

MUSIC 懐メロ♪ ドライブミュージック湯めぐり鉄道
　～温泉といやしの旅～

ナンデモ特命係 
発見らくちゃく！

政経マネジメント塾 
※⑧㉒郷土劇場「芸能の広場」

 (～2:30)
きらり九州 ゆるっとふわ鉄旅

2 クロ女子白書 OKINAWA MONDE W・
ALKER

世界ローカルナビ 
2:10～ ハワイ・ローカルトーク Ｕ字工事の旅！発見 さつま狂句 2:15～山日和  

2:20～ハワイ・ローカルトーク
井上苑子 「そんちゃん、22歳の休日」

◇WOWOW PLUS MUSIC J-POP ライブラリー
インフォメーション MV特集

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。
※7/21 深夜3時55分～4時、7/28深夜3時
55分～4時 スカパー（CS110）329ch

特番・新番組

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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