
2020

10  
October

聴 き た い 歌 が  こ こ に あ る

MUSIC 
JUNCTION
松本隆 作詞生活50周年記念特集

水曜日のカンパネラ

コムアイ

ずん

飯尾和樹

松本隆原作・音楽・監督映画

『微熱少年』

『斉藤由貴 
「Yuki Saito Concert ’95 “moi”」』

『だからここに来た!
 -全日本フォーク・ジャンボリーの記録-』
 出演：岡林信康／はっぴいえんど／遠藤賢司／
 高田渡／五つの赤い風船 ほか

『ザ・スター 松田聖子』



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！ 
10月は、作詞家生活50周年を迎えた「松本隆」の魅力をお届けします。

MUSIC JUNCTION 

松本隆作詞生活50周年記念特集
日本の歌謡ポップス史に多大なる影響を及ぼした名作詞家・松本隆の50周年を記念したスペシャルプログラム！
細野晴臣、大瀧詠一、鈴木茂と結成した伝説のロックバンド「はっぴいえんど」でドラムス＆作詞を担当。

日本語ロックの礎を築き、同バンド解散以降は作詞家として2400を超える曲を手掛けた。いくつもの言葉を紡いできた、松本隆の世界に浸る特集放送。

#9  10/12（月）
よる9時30分 ほか
#10  10/26（月）

よる9時30分

MUSIC JUNCTION
LOVERS NOTE
MUSIC JUNCTIONで
取り上げた楽曲をピック
アップ！MVの無い貴重な
楽曲もオンエア！

10/12（月） よる9時 ほか
(A面)松本隆 feat.彩の世界#9

1972年はっぴいえんど解散後、作詞家に専念することになった松本隆。
表舞台から裏方へ...なぜその道（作詞家）を選んだのか？
更に映画「微熱少年」では原作から監督までこなす多才ぶりを発揮。彩りを見せ始める松本隆の世界を紐解きます。
ゲスト：関口誠人、Ｋ、サエキけんぞう

10/26（月） よる9時
(B面)松本隆｠feat.｠歌謡界の革命#10

歌謡界で数多くのヒット曲を連発した彼の作詞家人生を紹介。
筒美京平との出会い、松田聖子の誕生、松任谷由実との共作。
様々な人に出会うことによって、変幻自在に歌詞を紡ぎ、革命を起こしてきた彼の世界に迫ります。
ゲスト：関口誠人、Ｋ、サエキけんぞう

『微熱少年』
松本隆 原作・音楽・監督映画

斉藤由貴 山下久美子だからここに来た! 
-全日本フォーク・ジャンボリーの記録- 「Yuki Saito Concert’95“moi”」 20TH ANNIVERSARY LIVE 

“THE HEARTS”

ザ・スター 松田聖子 オーケストラで歌う青春ポップスコンサート
太田裕美 庄野真代 渡辺真知子

1987年 劇場公開映画　監督：松本隆
出演：斉藤隆治／西山由美／広田恵子／関口誠人 ほか
友情出演：吉田拓郎／財津和夫／細野晴臣／森山良子／杏子／米米CLUB／爆風スランプ ほか
＜劇中歌＞ ♪Monotone Boy／REBECCA　♪Do You Feel Me／杉真理　♪恋するカレン／大滝詠一 
 ♪雪のファンタジー／松田聖子　♪GIRL／南佳孝 ほか

1975年に出版された同名小説を自らが監督となり映像化。豪華絢爛なミュージシャンたちが、
松本隆の詩をのせた楽曲を歌い映画を彩ります。驚きの豪華ゲスト出演も見逃せません。

10/25（日） よる7時

VHSでしか販売されていない貴重作品をテレビ初放送！
長年眠っていたマスターフィルムを発掘し、テレシネした高画質映像にてお届け。

Ⓒホリプロ

1995年にアートスフィアで収録された、アルバム
「moi」を中心にした、結婚後初のコンサート映像。
「初戀」「卒業」など名曲の数 を々披露。

◆再放送　
10/30（金）よる9時

10/11（日） 
よる7時

デビュー20周年を記念して、
多くのゲストと共に制作し
たセルフカバーベストアル
バム「The HEARTS」をリ
リース後、佐野元春、高橋
幸宏、大沢誉志幸など縁の
ある豪華ゲストを迎えて渋
谷公会堂で行われた一夜
限りのスペシャルライブ。

10/23（金） 
よる10時30分

松本隆コレクション

往年のヒット曲からテレビでは中々取り上げられない
隠れた名曲まで、色あせることなき楽曲の数 を々全曲
歌詞付きフルコーラスでお届け。

10/25（日） よる8時45分 ほか

Ⓒ2009 PONY CANYON INC.

Ⓒユニバーサル ミュージック

1983年にフジテレビで放送さ
れた伝説の音楽番組。オリジナ
ル版全5話を一挙放送！スー
パーアイドル・松田聖子の魅力が
詰まった超貴重映像をお届け！

10/18（日） よる7時

Ⓒフジテレビジョン

70年代に歌手デビュー
し、数多くのヒット曲を持つ太田裕美、庄野真代、渡辺
真知子がオーケストラの演奏で名曲を披露。

10/23（金） 
よる9時

1970年に岐阜県恵那郡坂下町
（現在の中津川市）にある椛の湖
（はなのこ）湖畔で行われた、第2回
フォーク・ジャンボリーを記録した
幻の記録映画。

10/16（金） よる9時

＜出演＞岡林信康／はっぴいえんど
遠藤賢司／高田渡／五つの赤い風船 ほか

写真提供：URC レコード



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。

#5  9/30（水）

「旅路・長崎」「今夜は二人で」を
テーマに人気演歌歌手が熱唱。

（テレビ東京放送日：1997年5月4日）

大月みやこ／前川清／
小林幸子 ほか

10/7（水） あさ7時30分 ほか
#418「旅路・長崎」

（テレビ東京放送日：1997年5月25日）
五木ひろし／都はるみ

10/14（水）あさ7時30分 ほか
#419「今夜は二人で」

Ⓒテレビ東京

10/8（木） 午後5時 ほか

ご当地ソングならではの
地元で愛される曲、山口
百恵の名曲「愛染橋」の
カバー、25周年メモリア
ルイヤーの最新曲を歌唱。
さらに番組メインMCの
宮本隆治の古希をお祝
いする特別企画など盛り
だくさんの内容をお届け。
＜歌唱曲＞♪松島紀行  ♪愛染橋  ♪瀬戸内 小豆島

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

#194

＜紹介曲＞♪帰ってこいよ  ♪望郷ながれ歌  ほか

津軽三味線を手に歌唱し、国民的大ヒット曲
となった「帰ってこいよ」から40年。貴重なコ
ンサート映像と共に歌手生活を振り返ります。

10/22（木） 午後5時 ほか 松村和子#195

演歌歌手・辰巳ゆうとが大
好きなアウトドアを思いっき
り楽しむ特別番組！料理や
釣り、薪割りなど "自然と一
緒に遊ぶ" 辰巳ゆうとの素
顔とプライベートなトークを
たっぷりお届けします。

10/16（金）
午後6時 ほか

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～

＜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

10/4（日） よる8時
◆再放送　10/9（金）深夜0時
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、お客様は、大原櫻
子・植田圭輔・黒羽麻璃央の３人。
異次元感満載の今回は普段歌わな
いジャンルの歌に挑戦したり、五木さ
んとの異色のコラボが実現！！五木×
井上芳雄であの曲を！？大原櫻子も
初挑戦、五木の名曲「契り」を本人とデュエット！！植田圭
輔と黒羽麻璃央があの名曲を熱唱！？世代、ジャンルを超
え、音楽を語り、共に歌い明かします。 

＜歌唱曲＞
♪きよしのソーラン節／氷川きよし　♪南部蝉しぐれ／福田こうへい
♪感謝状～母へのメッセージ～／島津亜矢
♪柔/島津亜矢×福田こうへい　♪達者でナ／氷川きよし×原田直之
♪いい日旅立ち／島津亜矢×May J. 
♪空に太陽がある限り／氷川きよし×福田こうへい ほか

Part2

明日へつなげるコンサート 
南相馬市

氷川きよし福田こうへい島津亜矢ほか

豪華ゲスト登場

10/24（土） よる7時
豪華スターが南相馬に集結し心をこめた熱唱で人々の心
に灯りをともします。氷川きよしと福田こうへいの絶品デュ
エット、島津亜矢とMay J. のコラボなど必見です。
（NHK放送日：2017年6月17日）

ⒸNHK

辰巳ゆうと×アウトドア
あなたと一緒に逢うとドア

歌謡ポップスチャンネルが贈る
アーティスト別MV特集

globe 
ミュージックビデオ特集ⒸNHK

＜出演＞
石川さゆり／大月みやこ／秋元順子／香西かおりほか

#141  10/6（火） 午前10時 ほか （NHK放送日：
2010年6月1日）

＜出演＞
五木ひろし／千昌夫／美川憲一／天童よしみほか

#142  10/13（火） 午前10時 ほか （NHK放送日：
2010年6月29日）

ⒸNHK

午後6時 ほか毎週火曜

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！

大鵬薬品スペシャル

＜出演＞はやぶさ／松阪ゆうき／木川尚紀

＜歌唱曲＞ 
♪キンキラKING！／はやぶさ
♪遥かな人よ／松阪ゆうき
♪泥だらけの勲章／木川尚紀

#9  10/14（水） 
よる7時 ほか

＜歌唱曲＞ 
♪酔わせて朝まで／はやぶさ
♪令和夢追い太鼓／松阪ゆうき
♪てるてるぼうず／木川尚紀

#10  10/28（水） 
よる7時 ほか

#4  10/2（金）
風男塾ってどんな塾？

#2 10/5（月） #3 10/19（月）
LIVE:live ～AK-69の核心と革新～

#4  10/6（火）
NEMOPHILA ～地獄のゆるふわ初冠～

深夜1時
ほか

Chuning CandyNEW!

#1  10/23（金）
2018年3月にシングル「Dance 
with me」でメジャーデビュー。
韓国の人気歌番組「SHOW 
CHAMPION」に日本人女性グ
ループとしては史上初出演を果
たすなど、注目度が高まり第60回「日本レコード大賞 新人
賞」を獲得。2020年3月にリリースした配信シングル「ダイナ
ミック琉球」がYouTubeで累計300万回以上再生するなど
話題を集めている。そんな彼女たちの魅力をお届けします。

10月14日、鉄道の日スペシャル特番

昭和35年～58年に
かけて撮影された
8mmの秘蔵映像
を2019年の鉄道の
日に放送し、好評を
博した番組の続編。
懐かしい数々の列
車や電車と街並み
を当時のヒット曲と
共にお届けします。

10/14（水）
午後5時30分 ほか

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。
#13  10/6（火）

大阪モノレール（大阪）
#15  10/20（火）

横浜シーサイドライン（神奈川）

#14  10/13（火）
あいの風とやま鉄道（富山）

#16  10/27（火）
近鉄さくらライナー（大阪・奈良）

続編が登場！ 

ザ・スター
内山田洋とクール・ファイブ

10/3（土） 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。クール・ファイブの夢物語と題し、前川清の
力強いボーカルと心地よいコーラスを届けます。メンバー
同士の絶妙トークも見どころ。（フジテレビ放送日:1982年2月）

よる7時#1
よる7時30分#2

よる8時#3
よる8時30分#4

10/6（火） よる9時 ほか
枠にとらわれない様々な音楽ジャンルを融合させて時代を
先取りし続け、現在も聴く人の心を惹きつけて離さない魅
力あふれる楽曲を、ミュージックビデオでお届けします。
＜紹介曲＞
♪Feel Like dance  ♪Is this love  ♪Can't Stop Fallin' in Love
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[  番組表  ]

月
5・12・19・26

火
6・13・20・27

水
7・14・21・28

木
1・8・15・22・29

金
2・9・16・23・30

 土
3・10・17・24・31

 日
4・11・18・25

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 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
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～」※⑨演歌の花道

8 時代を映す名曲アルバム
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

※②⑯㉚＜歌謡決定版＞

ベストヒット演歌
③杜このみ ⑩神野美伽 
⑰角川博 ㉔水森かおり 

㉛市川由紀乃

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

9 ベストヒット演歌 
⑦石川さゆり ⑭中村美律子 

㉑森山愛子 ㉘吉幾三
インフォメーション

演歌新曲ファイル 
※⑰㉛＜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
⑥特別番組 渥美二郎デビュ
ー30周年記念コンサート 
⑬いつでも夢を　
12:30～ 60年代 僕たちの青春ソングス 
⑳東京五輪音頭　
12:45～ 特選！ ヒット演歌ミニ
㉗上を向いて歩こう
12:45～ 特選！ヒット演歌ミニ

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
※⑧㉒＜歌謡決定版＞

特選！ヒット演歌
12

演歌新曲ファイル 
※⑤⑲＜歌謡決定版＞

インフォメーション

1
インフォメーション NHK歌謡コンサート 

※③⑰㉛＜歌謡決定版＞ きよしとこの夜

USEN
演歌ベスト20 特選！ ヒット演歌 オリコン

演歌＆歌謡
TOP30

②グラシェラ・スサーナ 半世紀の思いを込めて
⑨前野健太のどーして歌は生まれんの◇
WOWOW PLUS MUSIC（～3:30） 
⑯鉄道歌浪漫 
㉓＜歌謡決定版＞（～3:30） 
㉚鉄道歌浪漫２

2
オリコン

演歌＆歌謡
TOP30

USEN
演歌ベスト20

3
②60年代 僕たちの青春ソングス

⑯はやぶさの礎～ぼくらはこうして始まった～
㉚辰巳ゆうと×アウトドア

インフォメーション ベストヒット演歌 
⑥鳥羽一郎 ⑬天童よしみ 
⑳松原のぶえ ㉗島津亜矢

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

演歌新曲ファイル 
※⑭鉄道歌浪漫

～懐かしき昭和の風景を
流行歌にのせて～ 

5:30～ 鉄道歌浪漫２
～懐かしき昭和の風景を

流行歌にのせて～ 
※㉘＜歌謡決定版＞

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
※④⑱＜歌謡決定版＞

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 
※⑰市川由紀乃コンサート

2017～唄女～ 
6:30～ 丘みどり リサイタル

2018～演魅（えんび）～ 
（～8:30） 

※㉔昭和・平成・令和　
時代を超えた名曲コンサート

6 列車で旅する歌謡曲
～TRAIN and RAILWAY 

MUSIC

①川中美幸コンサート「夢」の
向こう側へ～うたで綴る39年～ 
⑧大月みやこ 2009秋のコンサート 
⑮ ザ・スター 内山田洋とク
ール・ファイブ（～8:00） 
㉒島津亜矢リサイタル2008 
無双（～8:00） 
㉙鳥羽一郎 35周年記念コン
サート

列車で旅する歌謡曲
※⑯辰巳ゆうと×アウトドア

「あなたと一緒に逢うとドア」 
6:30～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～」※⑪昭和青春歌謡 
コレクション （～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
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昭和青春歌謡 
コレクション （～8:00） 70's80's JUKEBOX 

～私たちが選ぶこの10曲～

③ ザ・スター 内山田洋と
クール・ファイブ 
⑩ザ・スター 森昌子 
⑰8:30～ 杜このみ 初リサイタ
ル（～9:30） 
㉔明日へつなげるコンサート 
南相馬市「氷川きよし福田こう
へい島津亜矢ほか豪華ゲスト
登場」 
8:00～ 鉄道歌浪漫２（～9:30） 
㉛神野美伽 35周年記念コン
サート MIKA SHINNO FEST.

④MV特集　 
8:00～ 五木ひろしの異次元
ライブ2020～歌で伝えたか
ったこと～Part ２ 
⑪斉藤由貴 「Yuki Saito 
Concert’95  “moi”」
8:15～ アイドルソング 斉藤
由貴ベストテン（～9:15） 
⑱ザ・スター 松田聖子（～9:30） 
㉕松本隆 原作・音楽・監督映画

『微熱少年』 
8:45～ 松本隆コレクション 

（～9:45）

僕たちの青春ソングス 60年代 
僕たちの青春ソングス僕たちの青春ソングス ミニ

8 懐メロ♪ ドライブミュージック

9
MUSIC JUNCTION 
※⑤MV特集 （～11:00） 
※⑲MV特集 （～0:00）

MV特集
⑥globe 

⑬奥田民生 
⑳THE ALFEE 

㉗L'Arc～en～Ciel

ポップジャム
 9:45～MV特集

⑦㉑MV特集

MV特集
⑧アン・ルイス 
⑮松任谷由実 
㉒小田和正 
㉙globe

②MV特集 
⑨SING LIKE TALKING

「Amusement Pocket 25/50」 
11:30～ 懐メロ♪ ドライブミ
ュージック 
⑯だからここに来た! -全日本
フォーク・ジャンボリーの記録- 
10:30～70's80's JUKEBOX

（～0:30） 
㉓太田裕美 庄野真代 渡辺真
知子 オーケストラで歌う青春
ポップスコンサート 
10:30～ 山下久美子　20TH 
ANNIVERSARY LIVE “THE 
HEARTS” 
㉚斉藤由貴 「Yuki Saito 
Concert’95 “moi”」 
10:15～ 松本隆コレクション 
11:15～ アイドルソング 大瀧
詠一 作品集 （～0:15）

MV特集
※③70's80's JUKEBOX 
10:00～ツメ折り！カセットソング 
※⑰9:30～僕たちの青春ソングス 
10:00～ 70's80's JUKEBOX 
※㉔9:30～70's80's JUKEBOX
10:30～ 僕たちの青春ソングス

④T.M.Revolution MV特集 
10:00～ MV特集 
⑪9:15～70's80's JUKEBOX 
10:15～70年代女性アイドル
ソング 麻丘めぐみベストテン 

（～11:15） 
⑱9:30～ 80年代女性アイド
ルソングSP 松田聖子 
㉕9:45～ 僕たちの青春ソン
グス ミニ 
10:00～MV特集

MUSIC JUNCTION　
LOVERS NOTE

10 MV特集
MV特集 

10:30～ MUSIC 
JUNCTION 

※⑭徳永英明 
※㉘T.M.Revolution

70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

⑤11:00～西城秀樹MV特集 
（～0:00） 
⑫MV特集 

㉖70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

11 ツメ折り！
カセットソング

MUSIC JUNCTION　
LOVERS NOTE 

※⑭globe MV特集
※㉘MV特集

70年代女性アイドルソング 
ベストテン 

⑧ 岩崎宏美  ⑮榊原郁恵 
㉒キャンディーズ ㉙天地真理 
※①80年代女性アイドルソング 

柏原芳恵ベストテン

MV特集 
※⑩角松敏生 MV特集

④忌野清志郎 コレクション 
⑪11:15～ 僕たちの青春ソン
グス 11:45～MV特集 
⑱70年代男性アイドルソング 
郷ひろみベストテン ㉕ポップ
ジャム 11:45～MV特集

僕たちの青春ソングス

0
列車で旅する歌謡曲

～TRAIN and RAILWAY 
MUSIC

※⑤ツメ折り！カセットソング

懐メロ♪
ドライブミュージック CAR and DRIVE MUSIC

しゃべくりDJ 生稲晃子のミュ
ージックアワー！！ 

※⑧㉒しゃべくりDJ GAKU-
MCのミュージックアワー！！

②LUNA SEA MV特集⑨五木ひろし
の異次元ライブ2020～歌で伝えたか
ったこと～Part２⑯0:30～ツメ折り！
カセットソング（～1:30）㉓70's80's 
JUKEBOX㉚0:15～ 70/80年代女
性アイドルソング 細野晴臣 作品集

70/80年代 シティ・ポップの
名曲 ベスト100 MUSIC JUNCTION 

0:30～ MUSIC JUNCTION　
LOVERS NOTE 

1:30～ 懐メロ♪ ドライブミュ
ージック 

※⑪Gacharic Spin
 「もう 笑うしかない」特別編 

1:00～ Mary's Blood 
「了解道中膝栗毛」特別編 

※㉕MV特集
1

WOWOW PLUS MUSIC
⑤⑲LIVE:live 

～AK-69の核心と革新～
⑫NEMOPHILA

～地獄のゆるふわ初冠～
※㉖MV特集

WOWOW PLUS MUSIC
⑥NEMOPHILA～地獄のゆるふわ

初冠～㉗Chuning Candy
※⑬停波（～翌7時）※⑳MV特集

LIVE:live 
～AK-69の核心と革新～
◇WOWOW PLUS MUSIC 

※⑦㉑MV特集

僕たちの青春ソングス 
※①⑮MV特集 

※⑧風男塾ってどんな塾？
◇WOWOW PLUS MUSIC

WOWOW PLUS MUSIC
②風男塾ってどんな塾？
㉓Chuning Candy

※⑨MV特集
※㉚1:15～青春ソングス ミニ CAR and DRIVE 

MUSIC

ぐっ！ジョブ ナンデモ特命係 
発見らくちゃく！

⑦㉑政経マネジメント塾 
⑭㉘郷土劇場「芸能の広場」 

（～2:30）
きらり九州 湯めぐり鉄道

～温泉といやしの旅～

2 クロ女子白書 OKINAWA MONDE W・
ALKER 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～世界ローカルナビ
ベッド・インのバブルONないと！
◇WOWOW PLUS MUSIC 

※㉛MV特集 （～3:00）
J-POP ライブラリー 

※㉕ナンデモ特命係 発見らくちゃく！ 
2:30～ OKINAWA MONDE W・ALKER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。
10/6深夜3：55～4：00スカパー！プレミアム
サービス（H.264）644ch 10/13深夜1：00～
翌7：00全停波

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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