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Alice THE MOVIE 美しき絆
西城秀樹 ブロウアップ ヒデキ
ふたりのビッグショー

谷村新司＆西城秀樹
Augusta Camp Special Selection

スキマスイッチ
山崎まさよし
秦 基博
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芸能生活50周年記念特集
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八代亜紀 芸能生活50周年記念特集
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〜

2020 年に芸能生活 50 周年を迎えた八代亜紀をゲストに迎え、
スペシャル回を前・後編の 2 回にわたってお届けします。
11/12
（木）
#196

午後5時 ほか

11/26
（木）

八代亜紀５０周年記念
スペシャル 前編

#197

1971年に歌手デビューし、
「なみだ恋」
「舟唄」
「雨の慕情」
など数々の代表曲と受賞歴を誇る八代亜紀の歌手人生を
“喜怒哀楽” をテーマに番組独自の視点でお届け。また、
一番星の名物コーナーも八代亜紀スペシャルバージョン
に！？さらに、初期のヒット曲から
「おんな港町」、お父様と
のエピソードが詰まった想い入れのある曲や、ニューヨー
クで披露したあの名曲のJAZZ バージョンも紹介します。
＜紹介曲＞♪おんな港町 ♪一枚のLP 盤（レコード）♪舟唄

八代亜紀５０周年記念
スペシャル 後編

歌手人生の中でも思い出深いモンゴルや沖縄でのコン
サートのエピソードや、最近始めたYouTubeではグラ
ミー賞を受賞し全米チャートを席巻したビリー・アイリッ
シュの大ヒット曲
「bad guy」
のカバーにチャレンジしたり、
開設したばかりのブログの近況をお届け。さらに、代表曲
の貴重なLIVE 映像や、50周年を記念した特別企画シング
ル
「明日に生きる愛の歌／ワタシウタ」
を紹介します。
＜紹介曲＞♪雨の慕情 ♪明日に生きる愛の歌 ♪ワタシウタ

ビッグショー 八代亜紀
11/12
（木）

1976 年、当時 26 歳の八代亜紀が出演した
「八代
亜紀 女ひとり生きて歌って」
を放送。初期の名曲
の数々を披露します。
（NHK 放送日：1976 年 10月17日）

＜歌唱曲＞♪愛ひとすじ ♪おんなの夢 ♪なみだ恋 ♪情炎
♪もう一度逢いたい ほか

午後6時 ほか

Ⓒ NHK

ふたりのビッグショー

1994 年に青江三奈と八代亜紀が出演した
「青江
三奈＆八代亜紀 〜夜に華咲く 艶歌クラブ〜」
を
放送。日本を代表するハスキーボイスの歌姫競
演は必見です。（NHK 放送日：1994 年 3月7日）

青江三奈＆八代亜紀
11/21
（土）

午後5時 45分 ほか

＜歌唱曲＞♪伊勢佐木町ブルース ♪おんな港町 ♪池袋の夜
♪雨の慕情 ♪舟唄 ほか

Ⓒ NHK

ふたりのビッグショー

1997 年に八代亜紀と藤圭子が出演した
「八代亜紀
＆藤圭子 あの頃 あの歌 新宿へ…」
を放送。共に歌
姫として歌謡界を牽引し、親交もあった二人の息の
合う競演は必見です。（NHK 放送日：1997 年 1月27日）

八代亜紀＆藤圭子
11/21
（土）

午後6時 30分 ほか

伝説のスタジアムLIVE

午後5時 ほか

＜歌唱曲＞ ♪圭子の夢は夜ひらく♪亜紀の夢は夜ひらく
♪命預けます ♪あんた逢いに来い ♪なごり雪 ほか

Ⓒ NHK

NHK 歌謡コンサート
#144 11/10
（火） 午前10時 ほか
「 大 人 の 恋 の 歌 模 様 」を
テーマに八代亜紀が
「愛ひ
とすじ」
を熱唱。

（NHK 放送日：2010 年 7月13日）

Ⓒ NHK

演歌の花道
#420 11/4
（水）

あさ7時 30分 ほか

「夏・北海道」
をテーマに八
代亜紀が
「恋の町札幌」
「ほ
んね」
を披露。
（テレビ東京放送日：1997年7月6日)

Ⓒテレビ東京

アリス！ヒデキ！

1972 年 3 月デビューの同期、アリスと西城秀樹のスタジアムLIVE 映像を放送！

Alice

THE MOVIE 美しき絆
11/14（土）

◆ 再放送

よる8時

11/27（金）
よる9時45分

人気フォーク・グループ
「アリス」
の 1979 年夏のコ
ンサート・ツアーを追った、ファン必見のコンサー
ト・ムービー。ヒット曲満載のアリス・サウンド全
15 曲に加え、オフ・ステージでくつろぐメンバーの
普段の素顔も公開。横浜スタジアムでも開催され
多くのファンを熱狂させた、あの興奮が甦る！

ブロウアップヒデキ
11/7（土）

よる8時 ほか

1975年、二十歳の西城秀樹の情熱あふれる
ステージを追った、ドキュメンタリーフィルム。
大 阪 球 場でフィ
ナーレを 迎 えた
「西城秀樹・全国
縦断サマーフェス
ティバル」の全記
録をお届けします。
Ⓒ 1975 松竹株式会社
監督 田中康義

Ⓒ 1979 東宝

劇場公開日：1979 年 11月3日
監督：坪島孝
出演：アリス
（谷村新司・堀内孝雄・矢沢透）

山崎まさよしの単独野外コンサートとして1999 年に始まり、その後、所属
事務所のアーティストたちが集結する、毎年恒例の野外フェスへと発展し
たAugusta Camp。オフィスオーガスタ所属の人気アーティスト、
山崎まさ
よし、スキマスイッチ、秦基博が出演した歴代のオーガスタキャンプ映像か
ら、選りすぐりの曲とパフォーマンスをお届けするスペシャル企画！

ふたりのビッグショー
谷村新司＆西城秀樹
11/21（土）

◆ 再放送

よる8時

11/27（金）
よる9時

2001 年に谷村新司と西
城秀樹が出演した
「谷村
新司＆西城秀樹 俺た
ちカンゲキ！ああ永遠の
女神たちよ」
を放送。圧
巻の歌声と爆笑トークは必見です。

（NHK 放送日：2001 年 6月22日）

12 月は 1985 年に西武球場で開催されたスタジアムLIVE
予告 「THE CHECKERS
CHRONICLE 1985 I Typhoonʼ TOUR」
を放送！

(C)(P)2019 PONY CANYON INC.

Ⓒ NHK

スキマスイッチ 山崎まさよし 秦 基博
11/15（日）

よる9時

11/22（日）

よる9時

11/29（日）

よる9時

福田こうへいの
コンサートを一挙放送！
11/28（土）

午後5時

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」

Ⓒ NHK
（NHK 放送日：2017 年 6月17日）

午後6時

福田こうへい、氷川きよし、島津亜
矢ら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。福田こうへいは
「南部蝉しぐ
れ」
を熱唱。また氷川きよしや島
津亜矢とのデュエットも必見です。

#1 11/11（水）

よる 7時 ほか

11/12（木）
◆ 再放送

11/29（日）
よる7時

よる 9時

テーマは
「伝説」。幼い頃から演歌・歌謡曲を聴いて育った
はやぶさ、三丘翔太、一条貫太が、これは伝説だと思った
「歌詞」
「名言・名シーン」
「楽曲」
を熱く語ります。
＜出演＞

はやぶさ／三丘翔太／一条貫太

ふるさとに響け！福田こうへい復興の歌声

2018 福田こうへいコンサート
IN 浅草公会堂〜真心伝心〜
2018 年 12月に東京・浅草公会堂にて開
催されたコンサート。自身のヒット曲のほ
か、民謡や演歌の名曲のカバーも披露。
＜歌唱曲＞♪道ひとすじ ♪外山節（秋田
県民謡）♪父子鷹 ♪北の出世船 ほか

#2 11/25（水）

よる 7時 ほか

テーマは
「声」。様々な声色を持つ徳永ゆうき、松阪ゆうき、
真田ナオキが、
「衝撃の声」
「歌声のテクニック」
「別人の声
になる」
という視点で熱く語ります。
＜出演＞

徳永ゆうき／松阪ゆうき／真田ナオキ

11/4（水） あさ7時30分 ほか
#420 「夏・北海道」（テレビ東京放送日：
1997年7月6日）
八代亜紀／香西かおり／
小金沢昇司
11/11（水）あさ7時30分 ほか

（テレビ東京放送日：

Ⓒテレビ東京

#421 「ぬくもり…」1998年2月22日）
森進一／長保有紀／
天童よしみ

レッツゴーヤング
#143 11/3（火・祝）

午前10時 ほか

＜出演＞ 小林旭／前川清／岩崎宏美／

#144 11/10（火）

午前10時 ほか

＜出演＞ 谷村新司／八代亜紀／竹島宏／

（NHK放送日：
2010年7月13日）
Ⓒ NHK

小柳ルミ子／北山たけし ほか

（NHK 放送日：1980 年 2月10日）

深夜1時
ほか

11/22（日）
よる10時

＜歌唱曲＞
♪歩いていこう/JUN SKY WALKER(S)
♪大迷惑 /UNICORN
♪チェッカーズのX'mas Song /THE CHECKERS ほか
＜出演＞ プリンセス

プリンセス／聖飢魔Ⅱ／THE
CHECKERS／SHOW-YA／徳永英明／爆風
スランプ／JUN SKY WALKER(S) ／
UNICORN／松岡英明／岡村靖幸／ゴンチチ ほか
予告

12月は 1988 年 12月24日に放送された回をお届け！
レベッカ、バービーボーイズ、BOWWOW、
UNICORN、チェッカーズ、ＴＭネットワーク、
BUCK-TICK、米米クラブらが出演！ 乞うご期待！

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。

ベストヒット演歌

バンもん！のうぉーうぉーPLUS
#1 11/26（木）
!

真っ白なキャンバス

長山洋子特集 前川清特集
11/3（火・祝）

#1 11/25（水）

日本を代表するスーパー・アーティストが送るホットなライ
ブ。1989 年のポップス＆ロックシーンはこれで決まり！
NHKホールと101スタジオに、
日本のポップス＆ロックアー
ティストが集結。
1989年12月9日・10日に開催されたNHK
ホールライブと、スタジオライブを交えてお送りするミュー
ジック・プログラム。（NHK放送日：1989年12月23日）

＜沢田研二歌唱曲＞
♪TOKIO
♪ハートブレイク・ホテル
♪ハウンド・ドッグ
♪のっぽのサリー
♪ブルー・スエード・シューズ

NEW

!

よる11時15分

よる 7時

松原健之／秋川雅史 ほか

NEW

11/13（金）

#15 11/24（火）

Ⓒ NHK
（NHK放送日：
2010年7月6日）

鈴姫みさこ、恋汐りんご、ななせぐみ、望月みゆ、
甘夏ゆず、大桃子サンライズによる6人組ポストア
イドル。デビューシングルから6作連続オリコン週間チャートTOP10入りを果
たすなどスマッシュヒットを連発。ライブでは、日本最大級の豊洲 PIT や
ZEPP TOKYOを初め、中野サンプラザホールや代々木公園野外ステージ、
日比谷野外大音楽堂でのワンマンライブなど、キャパシティーを広げ軒並み
大成功を収める。メンバー1 人 1 人の個性的かつ独特なキャラクターと音楽
性で群雄割拠のアイドルシーンで異彩を放つ彼女たちの魅力をお届けします。

Ⓒ NHK

1975 年「天まで響け!! 岩崎宏美」
のキャッチフレーズでデ
ビュー、卓越した歌唱力で一躍人気歌手となった岩崎宏
美。1983 年にフジテレビで放送された
「ザ・スター 岩崎
宏美スペシャル」
を放送！（フジテレビ放送日：1983 年 4月30日）

沢田研二 出演回！

2ヵ月（11月・12月）連続特集

X'masスペシャル
ポップス＆ロック1989ライブ

Ⓒフジテレビジョン

＜歌唱曲＞
♪夏に抱かれて ♪女優 ♪やさしい妹へ ♪ロマンス
♪熱帯魚 ♪シンデレラ・ハネムーン
♪聖母たちのララバイ ほか

11月は「夏・北海道」
「ぬくもり…」
をテーマに人気演歌歌手が熱唱。

◆ 再放送

ザ・スター
岩崎宏美スペシャル

〜三陸ツアー2017〜

福田こうへいが2017 年に岩手県で
開催した復興支援コンサートの模
様をお届け。また福田こうへいが生
まれ育った雫石町に赴き、福田こう
へいの歌手としての原点を探ります。
よる7時

「演歌男子。」が
演歌・歌謡曲の
魅力を思う存分
語り尽くつくす
座談会！

コンセプトとロゴを変更し、新体制で始動
した真っ白なキャンバス。彼女たちの魅力をたっぷりとお届けします。

チュニキャンのおおきな輪
#2 11/6（金） #3 11/20（金）

LIVE:live 〜AK-69の核心と革新〜
#4 11/2（月）

午後 3 時30 分

アイドルから25 才で演歌歌
手に転身。深みを増した表
現力で独自の世界を創り出
している長山洋子を特集。
＜紹介曲＞
♪夜桜ブルース
♪あの頃も今も
〜花の24 年組〜 ほか

11/17（火）

午後 3 時30 分

聴く者を魅了する“前川節”
やユニークな人柄で多くの
人に愛され続けている昭和
歌謡を代表するシンガー・
前川清を特集。
＜紹介曲＞
♪ステキで悲しい
♪歩いて行こう ほか

歌謡ポップスチャンネルが贈る

アーティスト別MV特集

TM NETWORK
ミュージックビデオ特集
11/3（火・祝）

よる9時 ほか

＜紹介曲＞
♪金曜日のライオン
♪Get Wild
♪Come On Everybody
♪Rhythm Red Beat Black ほか

毎週火曜 午後6時 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。

#17 11/3（火・祝）

#18 11/10（火）

西武鉄道・特急ラビュー（埼玉・東京）

JR土讃線・四国まんなか千年ものがたり（香川・徳島）

東京モノレール（東京）

智頭急行（兵庫・岡山・鳥取）

#19 11/17（火）

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。

#20 11/24（火）

月

6
7
8
9
10
11

3・10・17・24

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

2
3

6
7

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

＜歌謡決定版＞

④福田こうへい ⑪神野美伽
⑱中村美律子 ㉕水森かおり
インフォメーション

特選！ ヒット演歌

③ ザ・スター 内山田洋と
クール・ファイブ（～1:00）
⑩昭和青春歌謡 コレクション
12:00～ 歌のあとさき 市川
由紀乃（～1:00）⑰鉄道歌浪漫
㉔鉄道歌浪漫２

USEN演歌
ベスト20

60年代 僕たちの青春ソングス

※㉖知里のミュージックエッセンスPartII

ミュージック・シャワー

OKINAWA MONDE W・ALKER

歩きながらソング

日本のこころ ふるさとの歌

演歌新曲ファイル

※②⑯㉚＜歌謡決定版＞

USEN
演歌ベスト20
ベストヒット演歌

インフォメーション

③長山洋子 ⑩石川さゆり
⑰前川清 ㉔森山愛子

特選！ ヒット演歌

聴かせて！
あなたのリクエスト
新曲・名曲・ヒット曲

オリコン
演歌＆歌謡
TOP 30

＜歌謡決定版＞

聴かせて！
あなたのリクエスト
新曲・名曲・ヒット曲

演歌新曲ファイル

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星
※⑨艶歌 -ENKA-

10

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

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

⑦杜このみ ⑭天童よしみ
㉑角川博 ㉘鳥羽一郎

演歌新曲ファイル
※⑭㉘＜歌謡決定版＞

特選！ヒット演歌

演歌の花道
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

インフォメーション

⑥鳥羽一郎
35周年記念コンサート
⑬市川由紀乃コンサート
2017～唄女～
⑳㉗＜歌謡決定版＞（～3:30）

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

※⑧艶歌 -ENKA-

インフォメーション

※⑤⑲＜歌謡決定版＞

インフォメーション

※⑪㉕＜歌謡決定版＞

政経マネジメント塾

※⑬㉗＜歌謡決定版＞

インフォメーション

インフォメーション

さつま狂句

僕たちの青春ソングス

USEN演歌
ベスト20

日

1・8・15・22・29

山日和 6:50～ハワイ・ローカルトーク

大鵬薬品スペシャル「演歌男子。座談会」
※⑥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～」

インフォメーション

②忌野清志郎 コレクション
⑨野口五郎 50th Anniversary
『GO ROAD 光の道へ』⑯オフ
コース コレクション ㉓70/80
年代 シティ・ポップの名曲 ベス
ト100 ㉚松本隆コレクション

2

うた紀行～懐かしい歌 彩る情景～

NHK歌謡コンサート

MUSIC JUNCTION

1

時代を映す名曲アルバム

土

7・14・21・28

わが心の演歌

ベストヒット演歌

9

0

金

6・13・20・27

演歌の花道

8

11

懐メロ♪ ドライブミュージック

木

5・12・19・26

車で旅する歌謡曲

4
5

水

4・11・18・25

～懐かしい歌 彩る情景～

12
1

火

2・9・16・23・30

USEN
演歌ベスト20

※⑤艶歌 -ENKA-

NHK歌謡コンサート
※⑭㉘＜歌謡決定版＞

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

きよしとこの夜

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

⑦坂東玉三郎・小椋佳がミッチー
に捧げる名曲たち 前編
6:30～後編 7:30～永遠のロッ ※①⑮㉙＜歌謡決定版＞
カーたち ⑭島津亜矢リサイタル
大鵬薬品スペシャル
「演歌男子。座
2015 7:30～ 青春ソングス
談会」※①⑧大鵬薬品スペシャル
「
㉑ビッグショー 八代亜紀

⑤コロッケ芸能生活35周年
記念コンサート
列車で旅する歌謡曲
列車で旅する歌謡曲 5:45～ ふたりのビッグショー 演歌男子。禁断の裏メニュー～Doki
Dokiトークを召し上がれ～」
⑫ビッグショー 八代亜紀
～TRAIN and RAILWAY
～TRAIN and RAILWAY 青江三奈＆八代亜紀
6:30～ 八代亜紀＆藤圭子 僕たちの青春ソングス※①真琴つばさ
6:45～
演歌の花道
MUSIC
MUSIC
Presents すみれ女子会（～7:30）
7:15～
演歌の花道
7:45～ 僕たちの青春ソングス ミニ
※⑮徳永英明「25th Anniversary
7:45～ 青春ソングス ミニ
Concert Tour 2011」
（～8:45）
⑲神野美伽 35周年記念コン
㉘明日へつなげるコンサート 南相馬市
大鵬薬品スペシャル「演歌男子。サート MIKA SHINNO FEST.
「氷川きよし福田こうへい島津亜矢 ①7:30～ 懐メロ♪ ドライブ
座談会」
※④大鵬薬品スペシャル ㉖ふたりのビッグショー
ミュージック
ほか豪華ゲスト登場」
Augusta Family
レッツゴーヤング 「演歌男子。禁断の裏メニュー 青江三奈＆八代亜紀
70's80's JUKEBOX 6:00～ ふるさとに響け！福田こ 8:00～
～Doki Dokiトークを召し上がれ～」
MV特集（仮）⑧演歌の花道
6:45～ ふたりのビッグ
～私たちが選ぶこの10曲～ うへい復興の歌声～三陸ツアー2017～ 7:30～ 煌く日本の歌手
7:00～ 2018福田こうへい
ショー 八代亜紀＆藤圭子
コンサート IN 浅草公会堂
僕たちの青春ソングス 7:30～ 僕たちの青春ソングス
～わが心の演歌～
僕たちの青春ソングス ミニ
～真心伝心～（～8:45）

8:00～ MV特集
⑮8:45～ MV特集
⑦ブロウアップ ヒデキ
㉒鉄道歌浪漫
２
9:30～ 西城秀樹 MV特集
8:30～ MV特集
10:30～ MV特集
懐メロ♪ ドライブミュージック
㉙ザ・スター
⑭Alice THE MOVIE
岩崎宏美スペシャル
美しき絆
9:45～ 70/80年代女性アイ 8:30～ MV特集
⑤MV特集
⑥80年代女性アイドルソング ドルソング 井上陽水 作品集 AugustaとNew Normal
MV特集
①スキマスイッチ 9:30～ さかいゆう
10:45～財津和夫 作品集
⑫ザ・スター 岩崎宏美 本田美奈子.ベストテン
④⑪MV特集
③TM NETWORK
※⑧さかいゆう Touch The Soul◇
スペシャル
（～10:30） 10:00～ 本田美奈子. アルバ（～11:45）
WOWOW PLUS MUSIC（～11:00）
⑱㉕ポップジャム
⑩globe
㉑ふたりのビッグショー
⑲TM NETWORK ム･コレクション
※Augusta Camp Special
⑬ALFEE「OVER DRIVE 1983 谷村新司＆西城秀樹
9:45～MV特集
⑰T.M.Revolution
MV特集
8:45～ ブロウアップ ヒデキ Selection ⑮スキマスイッチ
ALFEE 8-24 BUDOKAN」
㉔徳永英明
㉖MV特集
10:15～ THE ALFEE MV特 10:15～ コロッケ芸能生活 ㉒山崎まさよし ㉙秦基博
35周年記念コンサート（～0:15） AugustaとNew Normal
集（～11:15）
MV特集
70's80's JUKEBOX ⑳MV特集
㉘8:45～ 僕たちの青春ソン ①山崎まさよし
④BARBEE BOYS
10:30～ 秦基博
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～ ㉗ふたりのビッグショー
グス ミニ
※⑫10:30～ 70年代女性アイド谷村新司＆西城秀樹
⑪聖飢魔II
MV特集
9:00～ 80年代女性アイドル ※⑮MV特集
※㉒X'masスペシャル
ポップス＆
ルソング
岩崎宏美
ベストテン
⑱LUNA SEA
9:45～ Alice THE MOVIE ソング 原田知世ベストテン
ロック 1989ライブ（～0:15）
（～11:30）
10:00～MV特集
美しき絆（～11:30）
㉕久保田利伸
※㉙TM NETWORK MV特集

70年代女性アイドルソング
ポップジャム
ベストテン
⑥⑳MV特集
※①MV特集（～2:00）
⑤太田裕美
⑲アグネス・チャン
④ACIDMAN SPECIAL
⑬11:15～ X'masスペシャル ⑦ツメ折り！カセットソング
※㉙MV特集
（～1:00）
㉖麻丘めぐみ
⑪Char SPECIAL
⑭11:45～MV特集
ポップス＆ロック 1989ライブ
※⑫11:30～
⑱THE BACK HORN SPECIAL
0:45～僕たちの青春ソン
（～1:30）
㉕一青窈 SPECIAL
僕たちの青春ソングス
㉗11:30～ 70/80年代女性
グス ミニ
しゃべくりDJ 生稲晃子 & アイドルソング 竹内まりや 作
㉑0:15～MV特集
⑧MV特集
品集
GAKU-MCのミュージックアワー！！
列車で旅する歌謡曲
（～2:15）
懐メロ♪
0:00～ 鉄道歌浪漫 ２
CAR and DRIVE MUSIC ※⑤しゃべくりDJ GAKU-MC 0:30～中島みゆき 作品集
～TRAIN and RAILWAY
㉘MV特集（～2:00） ⑮globe MV特集
ドライブミュージック
（～1:30）
のミュージックアワー！
！
MUSIC
0:45～MV特集
※㉖MV特集
1:00～ 僕たちの青春ソングス
懐メロ♪ ドライブミュージック
⑪LIVE:live ～AK-69の核心
懐メロ♪
㉒0:15～
MV特集（～2:15）
※②LIVE:live ～AK-69の核心と革 チュニキャンのおおきな輪◇ と革新～◇WOWOW PLUS
ドライブミュージック
㉙1:00～ MV特集
チュニキャンのおおきな輪◇
新～◇WOWOW PLUS MUSIC
MUSIC㉕真っ白なキャンバス
WOWOW
PLUS
MUSIC
※㉖バンもん
！のうぉーうぉー
※㉓停波（～翌7:00）
WOWOW PLUS MUSIC
◇WOWOW PLUS MUSIC PLUS◇WOWOW PLUS
※③⑰MV特集
※㉚バンもん！のうぉーうぉーPLUS
CAR and DRIVE
※④⑱MV特集
MUSIC
◇WOWOW PLUS MUSIC

ツメ折り！カセットソング

中津川 THE SOLAR
BUDOKAN 2019

※⑯小田和正 MV特集
※㉓角松敏生 MV特集
※㉚松本隆 原作・音楽・監督
映画『微熱少年』
（～1:00）

ツメ折り！
カセットソング

ぐっ！ジョブ

ナンデモ特命係
発見らくちゃく！

④⑱政経マネジメント塾
⑪㉕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～

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※⑥⑳（～2:30）
2:20〜世界ローカルナビ

インフォメーション

2020
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[ 番組表 ]

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。
11/23 深夜1:00～翌7:00 全停波

MUSIC

J-POP ライブラリー
※㉑2:15～ 僕たちの青春ソングス
2:45～ MV特集

懐メロ♪ ドライブミュージック
※㉙真っ白なキャンバス◇
WOWOW PLUS MUSIC
J-POP ライブラリー
※㉒2:15～ 僕たちの青春ソングス
2:45～MV特集 ※㉙ぐっ！ジョブ
2:30～ クロ女子白書

お問い合わせ

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）

