聴 き た い 歌 が

こ こ に あ る

2020

9

September

2ヵ月
（9・10月）連続特番

五木ひろしの異次元ライブ2020
〜歌で伝えたかったこと〜 Part１
五木ひろし／六角精児／井上芳雄
大原櫻子／植田圭輔／黒羽麻璃央

布施明

デビュー50周年記念コンサート

〜次の一歩〜 Live at 東京国際フォーラム

Augusta と New Normal

スキマスイッチ／さかいゆう／山崎まさよし／秦 基博

山下久美子

20TH ANNIVERSARY LIVE
“THE HEARTS”

水森かおり
25 周年記念特集
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Anniversary

周年記念特集
25
水森かおり
第1弾

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〜
9/24（木）
#193

午後5時 ほか

水森かおり２５周年記念スペシャル 前編

デビュー２５周年の人気演歌歌手・水森かおりをゲストに迎え、スペシャル回を前・後
編の２回にわたってお届けします。1995 年に
「おしろい花」
でデビュー。2003 年の
「鳥
取砂丘」
がロングヒットとなり、数々の賞を受賞。同年のNHK 紅白歌合戦に初出場を
果たし、2019 年まで17 年連続で出場している。日本各地を舞台にした作品を披露し
続ける
「ご当地ソングの女王」
の25 年間を振り返ります。コーナーゲスト／岩佐美咲

水森かおり特集
ベストヒット演歌
9/24（木）

はやぶさ特別番組
9/29
（火）

午後6時

予告

●

“ご当地ソングの女王”と呼ばれ、哀愁とスケール感
溢れる歌声は、年配のみならず幅広い世代に支持さ
れている水森かおりの数々のヒット曲をミュージック
ビデオでお届けします。
♪高遠 さくら路 ♪瀬戸内 小豆島 ほか

午後6時

水森かおりの後輩・はやぶさの
特別番組も要チェック！

●

10月は
「水森かおり２５周
年記念スペシャル 後編＆
宮本隆治古希祝い特別
編」
を放送！乞うご期待！

ヒカル・ヤマトからなる新世代歌謡グループ・
はやぶさの魅力に迫る特別番組！
はやぶさの“歌の原点”を巡り、
そこから見えて
きた
「ヒカル」
・
「ヤマト」
それぞれの想い、そし
て来年デビュー10 年目を迎える
「はやぶさ」
と
しての未来像に迫ります。
Ⓒ徳間ジャパンコミュニケーションズ

布施明

2ヵ月（9月・10月）連続特番

デビュー50周年記念コンサート
〜次の一歩〜
Live at 東京国際フォーラム
9/5（土）
Part１

9/13（日）

よる8時

◆ 再放送

9/18（金）深夜0時

異色のコラボが実現した番組「五木ひろしの変な異次元酒場」オーナーは演歌界の大
御所・五木ひろし、雇われ店長の六角精児、常連客の井上芳雄。そんな
「変な異次元酒
場」
のメンバーがお店を飛び出し7月に渋谷で行われるはずだった「五木ひろしの異次元
ライブ２０２０」。しかし新型コロナウィルスの影響で2021年に延期…ライブ開催は叶わ
なかったけれど、この異次元なメンバーで、ライブで伝えたかったことをお届けします。今
回は
「歌で元気を届けよう」
をテーマに、ミュージカル界のプリンス・井上芳雄が
「Let It
を熱唱！歌姫・大原櫻子が
「天城越え」
に挑戦！ 2.5 次元作品でも活躍する人気俳
Go」
優・植田圭輔が
「さよならエレジー」
を、黒羽麻璃央が
「キセキ」
を歌います！さらに、普段
歌わないジャンルの歌にも挑戦！五木さんとのデュエットも！？世代、ジャンルを超え、音楽
※ 予告なく内容が変更となる場合があります。
を語り、共に歌い明かします。

＜出演＞ 五木ひろし／六角精児／井上芳雄／大原櫻子／植田圭輔／黒羽麻璃央

◆ 再放送

よる8時

9/17（木）午後6時

2015 年 5月9日に行われた50 周
年記念ライブ！常にステージにこ
だわりを持ち、愛情を注ぎ込んで
きた50 年の歴史を集約しつつ、次
の一歩を踏み出す未来への決意
がここに。「君に涙とほほえみを」
「霧の摩周湖」
「恋」
「愛は不死鳥」
「MY WAY」
ほか、圧倒的な歌唱
力で魅了する。

こちらもチェック！

レッツゴーヤング

#23

（NHK 放送日：1979 年 4月15日）

9/5（土） よる10時 15 分

＜布施明歌唱曲＞♪君は薔薇より美しい ♪ジェニ・ジェニ ♪君は我が運命（さだめ）

NHK 歌謡コンサート

#1

（NHK 放送日：2001 年 4月3日）

＜布施明歌唱曲＞♪時代 ♪恋 ♪東京の屋根の下

Ⓒ NHK

9/17（木）

よる8時 15 分

Ⓒ NHK

スキマスイッチ AugustaとNew Normal
9/2（水）

深夜1時（再放送）

さかいゆう AugustaとNew Normal
9/4（金）
withコロナ時代、オフィスオーガスタ所
属のアーティストがどのような活動をし、
そして9月にオンラインで開催されるオー
ガスタキャンプにむけてどのように臨ん
でいくのか、4アーティストの活動を切り
取ったドキュメント番組を放送！
ナビゲーター：杏子

（from BARBEE BOYS）

よる11時 ほか

山崎まさよし AugustaとNew Normal
9/11（金）

よる11時 ほか

秦 基博 AugustaとNew Normal
9/18（金）

よる11時 ほか

シティ・ポップ特集
毎週水曜 深夜0時

9/2（水）
9/9（水）
9/16（水）
9/23（水）
9/30（水）

#1
#2
#3
#4
#5
#7 9/14（月）

よる9時 ほか

1970〜80年代の日本の音楽シーン
を席 巻した
「 都 会 的 」なジャンル、
シティ・ポップ。
DJ カルチャーを発端に、その洗練さ
れ た カッコ よさが 再 評 価 さ れ、
WEB・SNS の波に乗り海外からも
注目される熱いシーンとなっています。
番組では、月刊音楽雑誌『レコード・
コレクターズ』
で特集されたデータを
もとに、絶対に聴くべき名曲100選を
ランキング形式でお届けします。

山下久美子

20TH ANNIVERSARY LIVE

THE HEARTS

デビュー20 周年を記念して、多くのゲストと共に制作
を
したセルフカバーベストアルバム
「The HEARTS」
リリース後、縁のある豪華ゲストを迎えて東京・渋谷
公会堂で行われた一夜限りのスペシャルライブ！

9/27（日）

シティ・ポップ History

よる7時

1970〜80 年代に日本で流行した都会的で洗練された音楽「シティ・ポップ」は、昨今、DJ カルチャーを発端に再評価され、WEBやSNSの波
に乗り海外から注目を集めています。番組では、独自にシティ・ポップの定義について語り合い、誕生までの背景とその後の歴史を紐解きます。
＜ゲスト＞ 南佳孝／上坂すみれ／金澤寿和
（音楽ライター）
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！

#8 9/28（月）

＜ゲスト＞

佐野元春
高橋幸宏
高野寛
大沢誉志幸
佐橋佳幸
石田長生

シティ・ポップ クールジャパン

よる9時

世界に発信される「シティ・ポップ」は、今では日本の魅力の１つとなり外国人にクールととらえられています。和モノ・ディスコ・チューンに再構築し
「フューチャー・ファンク」というジャンルを生んだ韓国人プロデューサー兼 DJ Night Tempoら多彩なゲストと共に再注目された謎を深掘りします。
＜ゲスト＞ 上坂すみれ／Night Tempo（プロデューサー/DJ）／金澤寿和（音楽ライター）ほか

MUSIC JUNCTION

LOVERS NOTE

#7 9/14（月）

よる9時30分 ほか

#8 9/28（月）

（2000年7月20日収録）

よる9時30分

Ⓒユニバーサル ミュージック

ポップジャム

歌謡ポップスチャンネルが贈る

アーティスト別MV特集

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。

Ⓒ NHK

#23 9/9（水）

よる9時 ほか
THE YELLOW MONKEY／森高千里
相川七瀬／知念里奈／木村佳乃／D-SHADE

T.M.Revolution

ミュージックビデオ特集

9/19（土）

よる10時 ほか

今回は西川貴教のソロプロジェクトで
あるT.M.Revolution。老若男女問わ
ず心に刺さるロック＆ポップな楽曲と、
パワフルかつエネルギッシュなステー
ジングで人々の心を魅了し続けている
その魅力を、数々のヒットMVでお届け。

＜出演＞

（NHK放送日：1998年7月25日）

#24 9/23（水）

よる9時 ほか
米米CLUB／JUDY AND MARY
BOYO-BOZO／浅倉大介／西川貴教／すかんち
PERSONZ（NHK放送日：1995年6月9日）

＜出演＞

＜紹介曲＞ ♪HEART OF SWORD 〜
夜明け前〜 ♪HOT LIMIT ほか

岩手が生んだ演歌界の至宝、福田こうへいを
2ヵ月（9〜10月）連続で特集！

CAR and DRIVE
MUSIC 月 0
毎週

#56 9/7（月）

#57 9/14（月）

#58 9/21（月・祝）
#59 9/28（月）

深夜1時
ほか

大鵬薬品スペシャル

歌謡ポップス☆一番星

!

NEW

〜演歌・歌謡曲情報バラエティ〜
9/10（木） 午後5時 ほか #192 福田こうへい

＜紹介曲＞ ♪南部蝉しぐれ ♪ひとりじゃないから ♪筑波の寛太郎

時 ほか

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
FORD MUSTANG。

宮本隆治の

民謡出身の実力派人気歌手、福田こうへいが登場。2012 年に「南部蝉しぐれ」で
衝撃的なメジャーデビューを果たした福田こうへい。その原点となっている民謡
について、MCの二人が福田先生に伺います。STAY HOME中の予想外のおもし
ろエピソードや最近始めたYoutubeの話題、さらに今だからこそ聴いてほしいと
いうミュージックビデオも紹介。股旅の世界をテーマにした最新シングル「筑波の
寛太郎」については、ミュージックビデオのメイキングもあわせてお届けします。

曜 深夜

AK-69

#1 9/21（月・祝）

Ⓒ NHK

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！

#7 9/9（水）

よる 7時 ほか

＜歌唱曲＞
♪車輪の夢／徳永ゆうき
♪刈干恋歌／二見颯一
♪唯我独尊 SOUL／東京力車
＜出演＞

「ラップ」
と
「歌」の二刀流で、あらゆるファン
を虜にするヒップホップアーティスト、“AK69（エーケーシックスティーナイン）
”
。メジャーになる前から年間
180 本のライブをこなし、ライブを見たファンの評価のみで15 万枚
のCD セールスを記録。アメリカの伝説的なHIP HOPレーベル
「Def Jam Recordings」との 契 約 を 果 た すまで に 至 った。
YouTubeでのMV 総再生数は 1 億 8000 万を越え、最大の魅力で
あるライブでは、日本武道館ライブ 2daysを完売し大盛況を収め
た。ライブ中のMCも評価が高く、己の生き様から生まれる“言霊”
が男女問わず競争社会で戦っているアスリートや経営者にも共感
を生んでいる。そんな“AK-69”にしか語れない番組をお届けします。

風男塾ってどんな塾？
#2 9/4（金）
#3 9/18（金）

#8 9/23（水）

よる 7時 ほか

NEMOPHILA 〜地獄のゆるふわ初冠〜

＜歌唱曲＞
♪東京てぃんさぐ赤い花／徳永ゆうき
♪望郷終列車／二見颯一
♪前略、道の上より／東京力車

#2 9/8（火）

#3 9/22（火・祝）

SHE'S TV
#4 9/3（木）

徳永ゆうき／二見颯一／東京力車

ベストヒット演歌
角川博特集
9/1（火）

午後 3 時30 分 ほか

＜紹介曲＞ ♪博多川ブルース ♪雨の香林坊 ほか

森山愛子特集
9/15（火）

午後 3 時30 分 ほか

＜紹介曲＞ ♪尾曳の渡し ♪伊吹おろし ほか

Ⓒテレビ東京

「下町灯り」
「古都にて」
をテーマに人気演歌歌手が熱唱。

9/2（水） あさ7時30分 ほか #416 「下町灯り」
島倉千代子／川中美幸／長山洋子 （テレビ東京放送日：
1997年4月20日）
9/9（水） あさ7時30分 ほか #417 「古都にて」
小林幸子／細川たかし／大月みやこ ほか （テレビ東京放送日：
1997年4月27日）

Ⓒ NHK

#139 9/8（火）
＜出演＞

午前10時 ほか

（NHK放送日：
2010年5月18日）

谷村新司／由紀さおり／美川憲一／天童よしみ ほか

#140 9/11（金）
＜出演＞

午前10時 ほか

（NHK放送日：
2010年5月25日 ）

和田アキ子／島津亜矢／三山ひろし／千昌夫 ほか

番組の放送日時や内容は、予告なく変更される場合がございます。

月

6
7
8

火

水

7・14・21・28

1・8・15・22・29

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

～懐かしい歌 彩る情景～

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

3

※㉚車で旅する歌謡曲

うた紀行※②わが心の演歌

6
7

～懐かしい歌 彩る情景～

歌う！セールスマン

OKINAWA MONDE W・ALKER

歩きながらソング

日本のこころ ふるさとの歌

わが心の演歌

60年代
僕たちの青春ソングス

インフォメーション

特選！ ヒット演歌

演歌新曲ファイル

※⑭㉘＜歌謡決定版＞

＜歌謡決定版＞
※㉕聴かせて！
あなたのリクエスト
新曲・名曲・ヒット曲

ベストヒット演歌

インフォメーション

※⑩㉔＜歌謡決定版＞

インフォメーション

オリコン
演歌＆歌謡
TOP 30

演歌新曲ファイル

※⑨㉓㉚＜歌謡決定版＞

列車で旅する歌謡曲

※㉙はやぶさ 特別番組

6:30～ 僕たちの青春ソングス

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

特選！ヒット演歌

インフォメーション

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
新曲・名曲・ヒット曲

※⑳＜歌謡決定版＞
特選！ ヒット演歌
※⑤島津亜矢 感動！！熱舞
台名作歌謡劇場（～8:00）
③独占放送 吉幾三 ４５年間、あり
大鵬薬品スペシャル
がとう～ファイナルコンサート～（～
※㉖歌のあとさき 市川由紀乃「演歌男子。禁断の裏メニュー
8:00）⑩福田こうへい特集 ベストヒ
6:00～ 市川由紀乃特集 ベス ～Doki Dokiトークを召し上がれ～」
ット演歌⑰布施明 デビュー50周年 時代を映す名曲アルバム
トヒット演歌（～8:00）
記念コンサート ～次の一歩～ Live
僕たちの青春ソングス

at 東京国際フォーラム（～8:15）
㉔水森かおり特集 ベストヒット演歌

大鵬薬品スペシャル

～Doki Dokiトークを召し上がれ～」

僕たちの青春ソングス ミニ

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

USEN
演歌ベスト20

⑤8:00～ 布施明 デビュー50

昭和青春歌謡 コレクション

僕たちの青春ソングス

⑥八神純子Live キミの街へ

～Here We Go！
70's80's JUKEBOX 周年記念コンサート～次の一歩～ ⑬MV特集 8:00～
Live at 東京国際フォーラム

～私たちが選ぶこの10曲～

懐メロ♪ ドライブミュージック

8

きよしとこの夜

インフォメーション

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

※㉕＜歌謡決定版＞

⑪㉕艶歌 -ENKA-

「演歌男子。禁断の裏メニュー

レッツゴーヤング

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

演歌新曲ファイル
※⑫㉖＜歌謡決定版＞

④⑱ 列車で旅する歌謡曲

インフォメーション

＜歌謡決定版＞

ベストヒット演歌

④福田こうへい ⑪神野美伽
⑱角川博 ㉕吉幾三

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

インフォメーション

①⑧角川博
⑮㉒㉙森山愛子

時代を映す名曲アルバム

インフォメーション

インフォメーション

特選！ ヒット演歌

若っ人ランド

⑤杜このみ ⑫天童よしみ
⑲森山愛子 ㉖市川由紀乃

ベストヒット演歌

USEN
演歌ベスト20

政経マネジメント塾

大鵬薬品スペシャル

聴かせて！
あなたのリクエスト
新曲・名曲・ヒット曲

USEN演歌
ベスト20

さつま狂句

～Doki Dokiトークを召し上がれ～」

NHK歌謡コンサート
①グラシェラ・スサーナ 半世紀の
思いを込めて ※12:30～ 60年
代 僕たちの青春ソングス
⑧島津亜矢リサイタル2010 挑戦
⑮川中美幸 七変化！美幸一座
㉒コロッケ芸能生活35周年記念
コンサート ㉙上を向いて歩こう
※12:45～ 特選！ ヒット演歌ミニ

日

6・13・20・27

山日和 6:50～ハワイ・ローカルトーク

「演歌男子。禁断の裏メニュー

USEN演歌
ベスト20

※⑨歩きながらソング
列車で旅する歌謡曲（～10:00）
※⑯わが心の演歌※㉚歩きながらソング
⑯フォークの風景
㉚うた紀行

4
5

うた紀行

5・12・19・26

わが心の演歌※②うた紀行

＜歌謡決定版＞

土

4・11・18・25

演歌の花道

12
1
2

ベストヒット演歌
②市川由紀乃⑨石川さゆり
⑯中村美律子 ㉓島津亜矢
㉚福田こうへい

金

3・10・17・24

車で旅する歌謡曲

9
10
11

木

2・9・16・23・30

※⑰8:15～ NHK歌謡コンサート
※㉑ALFEE
「OVER DRIVE 1983 ALFEE 8-24 BUDOKAN」
（～9:15）

五木ひろしの異次元ライブ
（～10:15）
2020～歌で伝えたかったこと～
⑫五木ひろしメモリアルコンサ
Part １
ート 70yearsさらなる挑戦
⑳ ザ・スター 野口五郎
⑲高橋真梨子 コンサート2019
㉗山下久美子 20TH
MariCovers
ANNIVERSARY LIVE
㉖2018福田こうへいコンサー
“THE HEARTS”
ト IN 浅草公会堂～真心伝心～
8:30～ 浜田麻里 Beyond
8:45～ 僕たちの青春ソングス
Tomorrow Tour’91～’92
ミニ
“TOMORROW”（～9:45）

MUSIC JUNCTION

9
10
11
0
1
2

⑥70's80's JUKEBOX ～カ
⑫MV特集（～11:00）
④⑪MV特集
テゴリ別 名曲プレイリスト～
㉖MV特集（～0:00）
10:00～ J-POP ライブラリー
⑬70/80年代女性アイドルソ
⑲真琴つばさ Presents
MV特集
⑱オフコース 1982・6・30
ング 玉置浩二 作品集
すみれ女子会
武道館 コンサート
⑳小田和正 MV特集
MUSIC JUNCTION
10:45～ MV特集
㉗9:45～MV特集（～10:45）
LOVERS NOTE
㉕70/80年代女性アイドルソ
※㉑10:15～
ング
中島みゆき
作品集
②⑨MV特集
⑥プリンセス プリンセスMV特集
レッツゴーヤング（～11:00）
10:00～ 伊藤銀次・杉真理・
⑯THE ALFEE MV特集
⑬本田美奈子.「ザ・ヴァージン
70's80's JUKEBOX
サーカス・庄野真代
・
ライヴ IN BUDOKAN」
⑤10:15～
レッツゴーヤング
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～ ㉓T.M.Revolution MV特集
70's80's JUKEBOX
LIVE Light Mellow Vol.1 ⑲T.M.Revolution MV特集 ⑳80年代女性アイドルソング
※①オフコース コレクション ㉚10:00～J-POPライブラリー ～カテゴリ別 名曲プレイリスト～
（～0:00）
菊池桃子ベストテン
※㉙MV特集
MV特集
②⑨㉓MV特集⑯THE ALFEE コレ
㉗10:45～MV特集
クション（～11:45）
⑭角松敏生
㉑聖飢魔II（～0:00）
③しゃべくりDJ ダイアモンド☆ユカ AugustaとNew Normal
⑥ツメ折り
！カセットソング
㉘西城秀樹
MUSIC JUNCTION
イ & 平松愛理のミュージックアワー ④さかいゆう ⑪山崎まさよし
⑬ポップジャム
LOVERS NOTE
⑤⑲MV特集
！
！
（～1:00）
⑩80年代女性アイド
⑱秦
基博
ツメ折り！
11:45～MV特集
※②80年代女性アイドルソング ルソング 斉藤由貴ベストテン ⑰70
⑫ツメ折り！カセットソング
⑳懐メロ♪ ドライブミュージック
早見優ベストテン
年代女性アイドルソング 山口百恵
カセットソング
※⑯11:45～ 僕たちの青春ソングス ミニ ベストテン ㉔70年代女性アイドルソ
㉗ポップジャム
僕たちの青春ソングス
MV特集
※㉚角松敏生 MV特集
ング 南沙織 ベストテン
11:45～ MV特集
※⑦GOJISAT.ROCK WAVE
2019（～0:00）
※㉑9:15～ THE
ALFEE コレクション（～10:15）

CAR and DRIVE
MUSIC

ポップジャム
①⑧㉒MV特集（～11:00）
※㉚LUNA SEA MV特集
⑮徳永英明 MV特集
（～10:00）
㉙T.M.Revolution MV特集

懐メロ♪
ドライブミュージック

⑩80年代女性アイドルソング 斉藤 FUJI & SUN ’19
⑤70's80's JUKEBOX MUSIC JUNCTION
由貴 アルバム･コレクション ⑰しゃ ④DJみそしるとMCごはん
70/80年代 シティ・ポップの べく
りDJ 生稲晃子のミュージックア ⑪田島貴男 ㉕七尾旅人＆cero ～カテゴリ別 名曲プレイリスト～ 0:30～ MUSIC JUNCTION
名曲 ベスト100
⑫㉖MV特集
ワー！！ ㉔しゃべくりDJ GAKU-MC ※⑱五木ひろしの異次元ライブ
LOVERS NOTE
⑲奥田民生 MV特集
のミュージックアワー！！
※⑬㉗CAR and DRIVE
２０２０～歌で伝えたかったこと～ Part１

NEMOPHILA～地獄のゆるふわ初
AugustaとNew Normal
冠～◇WOWOW PLUS MUSIC NEMOPHILA～地獄のゆるふわ初 ②スキマスイッチ ⑨さかいゆう
※⑦MV特集
冠～◇WOWOW PLUS MUSIC ⑯山崎まさよし ㉓秦 基博
※㉑AK-69◇WOWOW PLUS
※①⑮㉙MV特集
※㉚AK-69◇WOWOW PLUS
MUSIC
MUSIC

湯めぐり鉄道
～温泉といやしの旅～
クロ女子白書

2020

9

[ 番組表 ]

ナンデモ特命係
発見らくちゃく！

OKINAWA MONDE W・
ALKER

政経マネジメント塾
※⑨㉓郷土劇場「芸能の広場」
（～2:30）

ハワイ・ローカルトーク
※㉚2:10～世界ローカルナビ
インフォメーション

風男塾ってどんな塾？◇WOWOW 風男塾ってどんな塾？◇WOWOW
PLUS MUSIC
PLUS MUSIC
※③SHE'S TV◇WOWOW PLUS ※⑪SHE'S TV◇WOWOW PLUS
MUSIC
MUSIC
※⑰MV特集
※㉕MV特集

きらり九州

湯めぐり鉄道
～温泉といやしの旅～

Ｕ字工事の旅！発見

さつま狂句 2:15〜山日和
2:20〜世界ローカルナビ

MUSIC
1:00～ MV特集

CAR and DRIVE
MUSIC
Maison book girl/Dual◇WOWOW
PLUS MUSIC

MV特集

懐メロ♪ ドライブミュージック
～ミッドナイト ハイウェイ編～

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。
停波9/28深夜1時〜翌7時JDS.JC-HITS、ひ
かりTV

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）

