聴 き た い 歌 が

こ こ に あ る

昭和青春歌謡映画特集

「上を向いて歩こう」
「いつでも夢を」
「東京五輪音頭」

SHOW-YA

35th anniversary SPECIAL

2020

8

August

浜田麻里

Beyond Tomorrow
Tourʼ91〜ʼ92 “TOMORROW”

丘みどり

周年記念特集

15

Oka Midori
15th Anniversary

えんび

「丘みどりリサイタル2018〜演魅〜」

丘みどり15周年記念特集

Oka Midori

15th Anniversary

丘みどり

◆ 再放送

〜演魅〜
ん

び

再放送

宮本隆治の

8/20（木）

8/13
（木）

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。
丘みどり出演回を放送！

＜紹介曲＞
♪五島恋椿 ♪白山雪舞い ♪北の螢

昭和を華やかに彩る珠玉のエンタテインメント
「青春歌謡映画」。1964 年の東京オリンピック開
催に向かう高度経済成長期の東京を舞台にした、明るく前向きな青春歌謡映画をお届けします。
昭和の映画界・歌謡界を代表する大スターたちの熱のこもった演技と歌唱をご堪能ください。

上を向いて歩こう
Ⓒ 1962 日活株式会社

公開：1962 年 監督：舛田利雄
出演：坂本九、浜田光夫、吉永小百合、高橋英樹 ほか 主題歌：上を向いて歩こう／坂本九

8/8（土）

よる7時

8/18（火）午前11時

Ⓒ 1962 日活株式会社

Ⓒ 1964 日活株式会社

昭和 39 年 10月の東京五輪開幕を間近に控えた同年 9月に公開。五輪への期待感
を盛り上げる夢と青春ロマン。三波春夫は、本人役としても登場しヒット曲を熱唱。

公開：1964 年 監督：小杉勇
出演：山内賢、十朱幸代、三波春夫 ほか 主題歌：東京五輪音頭／三波春夫

#20

（NHK放送日：2018年8月21日）

午後5時 超拡大版スペシャル （NHK放送日：
2017年8月22日）

Ⓒ NHK

SHOW-YA 35th anniversary SPECIAL
1985年にデビューし、女性バンドシーンを牽引してきた
SHOW-YAの35周年を記念し、過去のLIVE作品を連続放送！

SHOW-YA 大復活祭
よる10時

SHOW-YA 結成 20 周年。そして、14 年ぶりのオリジナルメンバーによる再結成。
2005 年 10月23日に東京・NHKホールで開催されたファン待望の大復活祭！

＜曲目＞♪私は嵐 ♪BATTLE EXPRESS ♪限界 LOVERS ほか

SHOW-YA HARDEST ROCK
8/14（金）

よる10時

SHOW-YA 歴代シングル全曲披露！

暴れ倒し GIG！
8/21（金）

よる10時

浜田麻里

8/28（金）

Beyond Tomorrow Tour 91〜 92

よる9時
TOMORROW

1991年に発表し自身最大のヒットを記録したアルバム『TOMORROW』を引っ
提げ行った
「BEYOND TOMORROW Tour」
をとらえた貴重なライブ映像。

＜曲目＞♪RETURN TO MYSELF ♪HEAVEN KNOWS ♪PARADOX ほか

Ⓒユニバーサル ミュージック

よる7時

8/25（火）午前11時

（NHK放送日：2018年1月27日）

2013 年 12月28日、SHOW-YA 流大暴年会と銘打ちZepp DiverCity
Tokyoにて開催されたスペシャルライブ！ 1985 年のデビューシングル
『素敵にダンシング』
から
『V.S.MYSELF』
まで過去全シングルを披露！

東京五輪音頭
◆ 再放送

#17

Ⓒ NHK

＜曲目＞♪Bloody Rose 〜薔薇の紋章〜 ♪性 〜SAGA〜 ♪In my arms ほか

公開：1963 年 監督：野村孝
出演：吉永小百合、浜田光夫、橋幸夫 ほか 主題歌：いつでも夢を／橋幸夫・吉永小百合

8/15
（土）

午後1時

（NHK放送日：2018年3月31日）

SHOW-YA オリジナルメンバーとしては 22 年ぶりとなったアルバムのリ
リースツアーから、2012 年 5月19日に東京・恵比寿リキッドルームで開
催された最終公演をお届け。

◆ 再放送

吉永小百合と浜田光夫という日活の純愛コンビに、歌謡界
の王者・橋幸夫を交えて贈る青春感動巨編。貧しいながら
も、夢と希望を持って生きる若者の姿がさわやかに描かれる。

8/23（日）

午後1時

#19

8/7（金）

吉永小百合、浜田光夫、高橋英樹ら
「日活グリーンライン」
と命名された青春スター
を配し、懸命に生きようとする若者たちの人間模様を描いた青春群像劇。

いつでも夢を

8/16（日）

午後1時

〜20th Anniversary Live〜

よる7時

8/13（木）午後6時

8/9（日）

8/29（土）

昭和青春歌謡映画特集

◆ 再放送

#23 前編

五木先生の歌う！SHOW学校

丘みどり

デビュー15周年の人気演歌歌手・丘みどり
が登場！ 3 年連続出場中の NHK 紅白歌合
戦のエピソードや、最近、全力で取り組んで
いる動画企画についても伺います。

8/1（土）

よる8時

よる8時30分 #24 後編
演歌界を牽引する人気歌手・水森かおりと、念願のNHK紅白
歌合戦出場を果たした丘みどりが出演。紅白から恋愛の話ま
で本音で語り合った女子会風トークバラエティ。（2018年3月放送）
＜出演＞ 水森かおり／丘みどり MC：住吉美紀（元NHKアナウンサー）

〜演歌・歌謡曲情報バラエティ〜
午後5時 ほか

演歌女子。

水森かおり＆丘みどりスペシャル

歌謡ポップス☆一番星
#190

8/29（土）午後6時15分

大注目の若手女性演歌歌手・丘みどり。2017 年に初めて
NHK紅白歌合戦に出場した勢いそのままに、輝きを増していっ
た2018 年。7月4日に東京・中野サ
ンプラザにて開催し、満席の観客
を魅了した
「 丘みどり リサイタル
2018〜演魅（えんび）〜」
を放送。

リサイタル2018
え

午後6時

8/20（木）

大鵬薬品スペシャル

氷川きよしとグッチ裕三が各界で活躍する人物をゲストに
迎え、歌やトークなどを繰り広げるバラエティーショー。

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。

8/4（火）

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！

午後3時30分 ほか

天童よしみ特集

よる 7時 ほか

#6 8/26（水）

よる 7時 ほか

＜歌唱曲＞ ♪燈台灯り／三丘翔太
♪北のたずね人／中澤卓也
♪北海の篝火／一条貫太

＜紹介曲＞♪大阪恋時雨 ♪日の出前 ほか

8/18（火）

#5 8/12（水）

午後3時30分 ほか

中村美律子特集

＜出演＞

＜紹介曲＞♪わすれ酒 ♪鬼の背中 ほか

三丘翔太／中澤卓也／一条貫太

Ⓒ NHK

#17 8/29（土）

午後1時

氷川きよしのデビュー当時以来の付き合いがある志村
けん。志村けんの子供時代やドリフターズ加入など
トークを交えながら紐解きます。また
「東村山音頭」
「ド
リフ＆きよしのズンドコ節」
のほか、ヒゲダンスや変なお
じさん等の名作コントも披露！
＜ゲスト＞

志村けん （NHK放送日：2005年3月28日）

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〜

8/27（木）

午後5時 ほか

#191 小田純平

シンガーソングライター、小田純平の音楽
の世界に迫ります。母への想いを込めた楽
曲「53」
や
「恋月夜」
を紹介。さらにアニメ系
で有名なリーシャウロンの作詞で“見果て
ぬ夢”をテーマにした最新曲も披露します。
＜紹介曲＞
♪53 ♪恋月夜 ♪東京 狼（とうきょう うるふ）

Ⓒテレビ東京

「信濃路の旅」
「漁火恋し」をテーマに人気演歌歌手が熱唱。

8/12（水） あさ7時30分

#414 「信濃路の旅」
森進一／天童よしみ／原田悠里 （テレビ東京放送日：
1997年4月6日）
8/26（水） あさ7時30分 #415 「漁火恋し」
伍代夏子／八代亜紀／長保有紀 （テレビ東京放送日：
1997年4月13日）

Ⓒ NHK

#137 8/4（火）

午前10時 ほか

（NHK放送日：2010年4月13日）

＜出演＞ 北島三郎／坂本冬美／竹島宏 ほか

#138 8/11（火）

午前10時 ほか

（NHK放送日：2010年4月20日 ）

＜出演＞ 加山雄三／氷川きよし／市川由紀乃 ほか

ポップジャム
#21 8/12（水）

一つの音楽テーマから各ジャンルに精通した多彩なゲスト
陣が熱くプレゼンし、MC 飯尾和樹（ずん）、
コムアイ
（水曜日
のカンパネラ）
が独自の結論を導き出すトークバラエティ！

よる9時 ほか

トップバッターは反町隆史。氷室京介作曲の
「ONE」
を披露。
PUFFYは草野マサムネ作詞作曲の
「愛のしるし」
、
そしてラス
トにはL'Arc〜en〜Cielが登場。大ヒットナンバー
「DIVE
TO BLUE」
で会場を沸かせる。（NHK放送日：1998年4月18日）

よる9時 ほか
#5 8/3（月）
日本武道館伝説LIVE

＜出演＞

武道の“聖地”であり、音楽 LIVEにおいても“聖地”である
日本武道館。 ジャンルを越えた数多くのアーティストが目
指し、様々な伝説を生んだライブを深掘りします。
＜ゲスト＞ サンプラザ中野くん／加藤いづみ／馬飼野元宏

#6 8/17（月） よる9時 ほか
日本武道館伝説LIVE feat.オフコース

Ⓒ NHK

#22 8/26（水）

デビュー50周年を迎えたオフコース。解散後も彼らの残した楽曲は、今
尚音楽シーンに多大な影響を与えています。 番組では、1982 年に開催
された日本武道館 10日間コンサートを中心にその魅力を深掘りします。
＜ゲスト＞ サンプラザ中野くん／加藤いづみ／小貫信昭

よる9時 ほか

MAXの華やかなステージから幕を開け、歌手活動を行って
いた吉川ひなのの貴重な歌唱姿も必見。LUNA SEAは放送
時ポップジャムのテーマソングでもあった
「STORM」
で会場
を盛り上げる。（NHK放送日：1998年4月25日）
＜出演＞

MUSIC JUNCTION LOVERS NOTE
よる9時30分 ほか
#5 8/3（月）
#6 8/17（月） よる9時30分 ほか

!
NEW

L'Arc〜en〜Ciel
PUFFY
Ⓒ NHK
反町隆史
知念里奈
フラワーカンパニーズ
FEEL
堂埜陽子

Ⓒ NHK

LUNA SEA
MAX
岡本真夜
CASCADE
Bonnie Pink
吉川ひなの

歌謡ポップスチャンネルが贈る アーティスト別MV特集

こちらもチェック！

THE ALFEE

ミュージックビデオ特集

!
NEW

ミュージックビデオ特集

8/4（火）

よる9時 ほか

ミュージックビデオ特集

8/12（水）

2019年にデビュー45
周 年 を 迎 え たTHE
ALFEE。1974年のデ
ビューから、トップラン
ナーとして日本の音楽
シーンを走り続けるバイタリティ溢れるその魅
力をミュージックビデオでお届けします。
＜紹介曲＞ ♪希望の鐘が鳴る朝に ほか

角松敏生

よる11時 ほか

L'Arc〜en〜Ciel

8/12（水）

よる10時

＜紹介曲＞

シンガーソングライ
♪HONEY ♪花葬 ほか
ターとして活躍すると
LUNA SEA
ともに、多くのミュージ
ミュージックビデオ特集
シャンへの楽曲提 供
8/26（水）
やプロデュースでも名
を馳せている彼の楽曲から、選りすぐりの よる9時45分
＜紹介曲＞
ミュージックビデオをお届けします。
＜紹介曲＞ ♪東京少年少女 ほか

♪DESIRE♪IN SILENCE ほか

!

NEW

風男塾ってどんな塾？

#1 8/21（金）

深夜1時 ほか

「人を元気にする」
を活動理念に、
集英社
「マーガレット」
の漫画化や
全日本プロレスとのコラボ企画、男
性ファッション誌のモデルなどジャ
ンルを問わずに幅広く活動してい
る風男塾の魅力をお届けします。
!

NEW

NEMOPHILA

#1 8/25（火）

深夜1時 ほか

「メタル」・「ラウド」・「グランジ」など、幅広
いジャンルのロックを取り入れた令和型ガー
ルズバンド“NEMOPHILA（ネモフィラ）”。彼
女たちがかき鳴らす重厚でスキルフルなサウ
ンドは、男子顔負け。しかし、そうした豪快な
パフォーマンスの中には、女性ならではの艶やかさも兼ね備えている。平成の
ガールズバンドとは一線を画し、令和ロック界の新生アイコンとして、
「ガールズ」
という枕詞を超越した、彼女たちにしか奏でられない音楽をお届けします。

SHE'S TV

#2 8/6（木）
#3 8/20（木）

深夜1時 ほか

深夜1時 ほか

CAR and DRIVE
MUSIC
毎週月曜 深夜0時 ほか

#52 8/3（月）

#53 8/10（月・祝）
#54 8/17（月）
#55 8/24（月）

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。予めご了承ください。

Ⓒ Volvo Car Corporation

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 VOLVO XC60。

月

6
7
8

火

水

4・11・18・25

5・12・19・26

6・13・20・27

歌謡最前線

知里のミュージックエッセンスPartII

車で旅する歌謡曲

うた紀行

ベストヒット演歌
⑤吉幾三⑫杜このみ
⑲天童よしみ㉖山内惠介
車で旅する歌謡曲

わが心の演歌

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

2
3
4
5

⑤歩きながらソング⑫歩きながらソング（～10:00）
⑲わが心の演歌㉖車で旅する歌謡曲
煌く日本の歌手～わが心の演
歌～※⑲フォークの風景

インフォメーション

特選！ ヒット演歌

④テレサ・テン コンサート・ライブ
12:00～ 艶歌 -ENKA-（～1:00）
⑪中村美律子
30周年コンサート
（～1:00）
⑱いつでも夢を
12:30～ 60年代青春ソングス
㉕東京五輪音頭
特選！ ヒット演歌ミニ

10
11
0
1
2

USEN演歌
ベスト20

OKINAWA MONDE W・ALKER

60年代
僕たちの青春ソングス

大鵬薬品スペシャル
「演歌男子。禁
断の裏メニュー～Doki Dokiトーク
を召し上がれ～」
※⑦演歌の花道

聴かせて！
あなたのリクエスト

新曲・名曲・ヒット曲
※⑭㉘＜歌謡決定版＞

※③⑰㉛＜歌謡決定版＞

インフォメーション

⑥⑳㉗＜歌謡決定版＞
⑬聴かせて！
あなたのリクエスト 特選！ヒット演歌
新曲・名曲・ヒット曲

インフォメーション

演歌新曲ファイル

ベストヒット演歌

USEN
演歌ベスト20

特選！ ヒット演歌

ベストヒット演歌

インフォメーション

④⑪天童よしみ
⑱㉕中村美律子

オリコン
演歌＆歌謡
TOP 30

⑦㉑ 列車で旅する歌謡曲

TRAIN and RAILWAY MUSIC
⑭㉘昭和青春歌謡 コレクション
インフォメーション

インフォメーション

＜歌謡決定版＞

演歌新曲ファイル

※⑫㉖＜歌謡決定版＞

列車で旅する歌
謡曲～TRAIN and
RAILWAY MUSIC

※⑩テレサ・テン コンサート・ 7:30～NAONのYAON 2019
ライブ
第一部（～9:00）

⑳丘みどり リサイタル2018

僕たちの青春ソングス

㉗＜歌謡決定版＞
（～8:00）

僕たちの青春ソングス ミニ

※⑥クロスカヴァー・ソングショー
※演歌女子。

ポップジャム
※⑲MV特集（～10:00）

MV特集

※⑬（～11:00）
※⑳奥田民生 MV特集

MV特集※⑤10:45～ ツメ折
ツメ折り！カセットソング※③10:30～
り！カセットソング（～11:45）
70's80's JUKEBOX ～カテゴリ別
※⑫10:00～ L'Arc～en
MV特集
名曲プレイリスト～（～11:30）※⑰ ④THE ALFEE コレクション ～Ciel MV特集※⑲10:00
⑳THE ALFEE MV特集
10:30～ オフコース コレクション（～
⑪⑱MV特集
～ 松任谷由実 MV特集※㉖
㉗角松敏生 MV特集
11:30）※㉛70's80's JUKEBOX ～
LUNA SEA MV特集
カテゴリ別 名曲プレイリスト～
（～10:45）
⑩㉔MV特集（～0:00）
⑤11:45～MV特集
㉛ツメ折り！カセットソング
⑫角松敏生 MV特集
ツメ折り！
（～0:00）
⑲70/80年代女性アイドルソ しゃべくりDJ 平松愛理の
カセットソング
ミュージックアワー！！
ング 松任谷由実 作品集
※㉕Mary's Blood 特番
㉖MUSIC JUNCTION
僕たちの青春ソングス
LOVERS NOTE

CAR and DRIVE
MUSIC

懐メロ♪
ドライブミュージック

※㉛MV特集

※㉕Gacharic Spin 特番

J-POP ライブラリー
※⑫㉖MV特集

しゃべくりDJ ダイアモンド
☆ユカイのミュージックア
ワー！！

SHE'S TV◇WOWOW
僕たちの青春ソングス
MV特集
懐メロ♪ ドライブミュージック PLUS MUSIC※⑬MV特集
※㉕NEMOPHILA◇
㉛NEMOPHILA◇WOWOW
※㉗風男塾ってどんな塾？◇
※⑤⑲MV特集
WOWOW PLUS MUSIC
PLUS MUSIC
WOWOW PLUS MUSIC
湯めぐり鉄道
～温泉といやしの旅～
クロ女子白書

2020

8

[ 番組表 ]

ナンデモ特命係
発見らくちゃく！

OKINAWA MONDE W・
ALKER

⑤⑲政経マネジメント塾
⑫㉖郷土劇場「芸能の広場」
（～
2:30）

きらり九州

ハワイ・ローカルトーク

Ｕ字工事の旅！発見

インフォメーション

政経マネジメント塾

若っ人ランド

時代を映す名曲アルバム

ベストヒット演歌

①島津亜矢⑧福田こうへい
⑮神野美伽㉒原田悠里
㉙吉幾三

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

インフォメーション

演歌新曲ファイル
※⑮㉙＜歌謡決定版＞

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

インフォメーション

きよしとこの夜

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

五木先生の歌う！
SHOW学校

USEN
演歌ベスト20
聴かせて！
あなたのリクエスト

特選！ ヒット演歌
新曲・名曲・ヒット曲
※①2018福田こうへい
宮本隆治の
※⑯㉚＜歌謡決定版＞
コンサート
IN 浅草公会堂
歌謡ポップス☆一番星
6:45～ 特選！ ヒット演歌ミニ
※⑮昭和・平成・令和
時代を超えた名曲コンサート 演歌男子。禁断の裏メニュー
⑥杜このみ特集
※㉙五木先生の歌う！SHOW ※⑨ザ・スター 森昌子（～8:00）
ベストヒット演歌
時代を映す名曲アルバム 学校 超拡大版スペシャル
7:00～ レッツゴーヤング
6:15～丘みどり リサイタル 僕たちの青春ソングス
※②SING LIKE TALKING
2018～演魅（えんび）～（～8:15）
⑬上を向いて歩こう
「Amusement Pocket 25/50」
（～9:00）

懐メロ♪ ドライブミュージック

MUSIC JUNCTION
※⑩㉔70's80's JUKEBOX ～カテゴ ④THE ALFEE MV特集
リ別 名曲プレイリスト～（～10:00）※
⑪久保田利伸 MV特集
㉛MUSIC JUNCTION（～10:00）
⑱徳永英明 MV特集
㉕NAONのYAON 2019
③⑰MUSIC JUNCTION
第二部（～11:00）
LOVERS NOTE（～10:30）

さつま狂句

USEN
演歌ベスト20

演歌男子。禁断の裏メニュー ～演魅（えんび）～（～8:00）

レッツゴーヤング ～Doki Dokiトークを召し上
宮本隆治の
7:45～僕たちの青春ソングス ミニ がれ～ ※⑤演歌の花道
歌謡ポップス☆一番星 ※㉕僕たちの青春ソングス

日

2・9・16・23・30

山日和 6:50～ハワイ・ローカルトーク

⑦市川由紀乃⑭石川さゆり
㉑中村美律子㉘島津亜矢

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

インフォメーション

8
9

歌う！セールスマン
日本のこころ ふるさとの歌

NHK歌謡コンサート

6
7

うた紀行
歩きながらソング

USEN演歌
ベスト20

うた紀行※⑫わが心の演歌

土

1・8・15・22・29

わが心の演歌※⑫うた紀行

＜歌謡決定版＞

12
1

金

7・14・21・28

演歌の花道

9
10
11

木

3・10・17・24・31

⑨8:00～ 森昌子
ラストコンサート
（～9:45）
⑯吉幾三
～私たちが選ぶこの10曲～
コンサート支えられて40年
㉓徳永英明「25th Anniversary
Concert Tour 2011 VOCALIST
（～9:15）
& BALLADE BEST FINAL」
㉚さだまさし
（～9:00）
㉙8:15～レッツゴーヤング コンサートツアー2019
新自分風土記（～9:00）
（～9:00）

70's80's JUKEBOX

①上を向いて歩こう
⑧いつでも夢を
8:30～昭和青春歌謡
コレクション
⑮東京五輪音頭
㉒中村美律子デビュー
30周年記念コンサート

昭和青春歌謡 コレクション
※①鉄道歌浪漫（～10:15）
MV特集
※⑧9:30～青春ソングス
※⑭プリンセス プリンセス ※㉒9:00～ 列車で旅する
※㉘浜田麻里
歌謡曲
Beyond Tomorrow
※㉙9:00～ ザ・スター 松田
Tour’91～’92
聖子（～11:30）
“TOMORROW”（～10:15）

②9:00～ MV特集
⑨9:45～特選！ヒット演歌ミニ
⑯RCサクセション
SUMMER TOUR’83
渋谷公会堂 ～KING OF LIVE
COMPLETE～（～10:45）
㉓9:15～MV特集（～11:15）
㉚9:00～70/80年代女性ア
イドルソング 井上陽水 作品集

①10:15～ 70's80's JUKEBOX ～カ ②僕たちの青春ソングス
⑦SHOW-YA 大復活祭
～20th Anniversary Live～ テゴリ別 名曲プレイリスト～（～11:15）10:30〜 懐メロ♪ ドライブ
11:15～MV特集 ⑭SHOW-YA ⑧しゃべくりDJ 杏子 & サンプラザ中野くん ミュージック ⑨70's80's
のミュージックアワー！ ⑮ツメ折り！カセット JUKEBOX ～カテゴリ別 名
HARDEST ROCK
㉑SHOW-YA 歴代シングル全曲 ソング（～0:00）㉒リリー・フランキー 曲プレイリスト～ ⑯10:45～
披露！暴れ倒し GIG！
（～11:45）presentsザンジバルナイト2019（～1:00）MV特集 ㉚MV特集
㉘10:15～ MV特集
②忌野清志郎 コレクション
10:45～ 青春ソングス
⑨MV特集
①11:15～ ツメ折り！カセット
11:00～ 特別番組
⑯ポップジャム
ソング（～0:15）

11:45～ MV特集（～0:15）
⑧MV特集
⑦永遠のロッカーたち
0:00～ 竹原ピストル ＆ ㉙11:30～ 僕たちの青春ソン ㉓11:15～ レッツゴーヤング
㉚ポップジャム
グス
MOROHA スペシャルLIVE
11:45～ MV特集（～0:45）
in FUJI & SUN ’19
⑭MV特集0:30～ 懐メロ♪
①0:15～ 70/80年代女性ア MUSIC JUNCTION
ドライブミュージック
0:30～ MUSIC JUNCTION
㉑11:45～ 聖飢魔II MV特集 イドルソング 細野晴臣 作品集 LOVERS NOTE
（～1:15）⑧MV特集
0:45～MV特集
※⑯0:15～ 僕たちの青春ソングス
⑮THE
ALFEE
MV特集
㉘MV特集
ミニ 0:30～Yogee New Waves
㉙角松敏生 MV特集
0:00～ツメ折り！カセットソング
スペシャルLIVE in FUJI & SUN
SHE'S TV◇WOWOW
’19 ※㉚0:45～MV特集
CAR and DRIVE
PLUS MUSIC※⑦MV特集
1:15～僕たちの青春ソングス ミニ
MUSIC
※㉑風男塾ってどんな塾？◇
※①1:15～ 懐メロ♪ ドライブ
WOWOW PLUS MUSIC
ミュージック
1:45～ 僕たちの青春ソングス 懐メロ♪ ドライブミュージック
湯めぐり鉄道
ミニ
～温泉といやしの旅～
さつま狂句 2:15〜山日和 東京女子流の1/2成人式◇WOWOW
2:20〜ハワイ・ローカルトーク PLUS MUSIC※㉙高橋幸宏 MV特集
MV特集

J-POP ライブラリー

お問い合わせ

特番・新番組
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。

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

-017-329
0570https://www.kayopops.
jp/

PHS・I P 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）

