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祝・純烈
デビュー10周年記念特集！

ザ・スター
北島三郎
POPS & ROCK 1988ライブスペシャル
爆風スランプ／THE CHECKERS 
BARBEE BOYS／ UNICORN
聖飢魔Ⅱ／BUCK-TICK  ほか

CRAZY KEN BAND
＊ NOW at 日本武道館2020

TV独占初放送



純
烈
出
演
番
組

撮影 =島崎信一

12/6（日） 午後4時

演歌男子。
大運動会

＜出演＞ 純烈／松原健之／はやぶさ
パク・ジュニョン／徳永ゆうき／真田ナオキ
／伊達悠太／一条貫太

8組の演歌男子に
よる運動会。チー
ム対抗で綱引き
やなりきり玉入れ、
障害物競走、大
縄跳びなど様々
な種目を競います。

撮影 =島崎信一

12/6（日） 午後6時30分

演歌男子。
LIVE TOUR 2019

「五周年ノ宴」

＜出演＞ 純烈／松原健之／はやぶさ
パク・ジュニョン／徳永ゆうき／真田ナオキ

2019年に東京・
北とぴあで開催さ
れた夏ライブ。6組
の演歌男子たち
が“J-POPの宴ソ
ング”や“女性演歌
のカバー”に挑戦。

撮影 =島崎信一

12/26（土） 午後5時30分

三山ひろし×純烈LIVE

2019年に東京・なかのZERO大ホールで開催された
一日限りのスペシャルライブ。純烈と三山ひろしが昭
和の名曲からアニソン、J-POPバラードまで様々なジャ
ンルをお届け！

12/26（土） 
よる8時30分

オリジナル番組

蜜ディス♡蜜ディス♡
純烈と「蜜なディスタンス」を味わえる妄想バーチャルデート企画！様々なシチュ
エーションでまるでメンバーと一緒にいるかのような甘い時間をお届けします。

デビュー10周年 純烈特集！
TV初独占放送！  純烈コンサート2020 
YOU ARE MY SUNSHINE!!!! 
追われる者より追う者が強いんじゃ！

12/26（土） よる7時
11月5日に行われた純烈初の生配信コンサートの模様を
再編集して放送！2年連続でNHK紅白歌合戦に出場を果
たした純烈が、今年も出場を叶えるために「達成しなけれ
ばならない課題」に挑む。また、今年デビュー10周年を迎
えた彼らがファンと歩んできた思い出とともに10周年メドレーも披露。
助演：今林久弥、スーパー・ササダンゴ・マシン　特別ゲスト：秋山準
＜紹介曲＞ ♪愛をください～Don't you cry～ ♪純烈のハッピーバースデー ♪純烈10周年メドレー
（♪今夜はドラマチック ♪恋は青いバラ ♪キサス・キサス東京 ♪星降る夜のサンバ ♪愛でしばりたい）
♪プロポーズ ♪涙の銀座線 ほか

ザ・スター 北島三郎

午後5時
Ⓒフジテレビジョン

男の唄 ♪唐獅子牡丹 ♪兄弟仁義 ほか
（フジテレビ放送日：1982年12月7日）

#1  12/19（土） 

俺が愛した女たち ♪函館の女 ♪愛の道 ほか
（フジテレビ放送日：1982年12月14日）

#2  12/19（土） 午後5時30分

にほんの唄 ♪与作 ♪帰ろかな ほか
（フジテレビ放送日：1982年12月21日）

#3  12/19（土） 午後6時

望郷・北国幻想 ♪寒流 ♪イヨマンテの夜 ほか
（フジテレビ放送日：1982年12月28日）

#4  12/19（土） 午後6時30分

演歌ひとすじ五十余年、日本を代表する歌手・北島三郎が
1982年に出演した「ザ・スター 北島三郎」をお届けします。

北島三郎特集 
ベストヒット演歌
12/1（火） 

午後3時30分 ほか

北島三郎の新旧のヒット曲を
お届けします。
＜紹介曲＞♪北の漁場 ♪まつり ほか

POPS & ROCK 
1988ライブスペシャル

MUSIC JUNCTION

1988年を彩る日本のポップス＆ロックアーティストが集結！

12/24（木） よる9時 ほか
1988年を彩る日本のポップス＆ロックアーティストが一堂に会し、クリスマスイブの夜
に放送された豪華スタジオライブ！当時を代表するアーティストが次々登場し、生バン
ド演奏による名曲・ヒット曲を披露します。アーティストのマイクリレーによる「Santa 
Claus Is Coming to Town」はここでしか観られない超貴重映像！
（NHK放送日：1988年12月24日）※オリジナル放送より一部カットしてお届けします。

＜出演＞THE CHECKERS／UNICORN／PRINCESS PRINCESS
TM NETWORK／聖飢魔Ⅱ／米米CLUB／岡村靖幸／BUCK-TICK ほか

ⒸNHK

＜ゲスト＞
デーモン閣下／ベッド・イン
＜解説者＞
山崎洋一郎
（ロッキング・オン・ジャパン編集長）

数多くのバンドが、ブームを牽引した1985
年～1990年。この時代を席捲したバンド
の事件簿など激動の5年間を紹介します。

#11  12/7（月） よる9時 ほか

(A面) 日本のバンドブーム
1985-1990

バンドブームと共に多くのアマチュアバンド
がメジャーデビューした1990年代。時代
を彩ったアーティストや楽曲をゲストと共
に深掘りします。

#12  12/21（月） よる9時 ほか

(B面) 日本のバンドブーム
1991-1995

飯尾和樹（ずん）とコムアイ（水曜日のカンパネラ）が
お送りする音楽トークバラエティ！

純烈とバーチャルデートだよ！



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。

CRAZY KEN BAND ＊ 
NOW at 日本武道館2020

12月は「雨やどり」「夫婦坂」を
テーマに人気演歌歌手が熱唱。

吉幾三／長山洋子／
山本譲二

12/2（水） あさ7時30分 ほか
#422「雨やどり」 （テレビ東京放送日：

1997年6月15日）

都はるみ／中村美律子／
角川博

（テレビ東京放送日：
1997年9月28日）

12/9（水） あさ7時30分 ほか
#423「夫婦坂」

Ⓒテレビ東京

また「ポップジャム」「NHK歌謡コンサート」などの
人気番組も一挙放送！

豪華ラインナップでお届けします！

ⒸNHK

＜出演＞水谷豊／川中美幸／坂本冬美／鳥羽一郎 ほか
#145  12/1（火） 午前10時 ほか （NHK放送日：

2010年7月20日）

＜出演＞山内惠介／坂本冬美／島倉千代子／
        由紀さおり／安田祥子 ほか

#146  12/8（火） 午前10時 ほか （NHK放送日：
2010年8月31日）

＜出演＞ パク・ジュニョン／真田ナオキ／斬波 
 中澤卓也／新浜レオン

演歌・歌謡界で活躍する若手イケメン歌手「演歌男子。」が
様々な仮装をして歌うコスプレミュージック特番！

深夜1時
ほか

真っ白な詩 ～僕たちは強く生きる～
【アーティスト】 真っ白なキャンバス
#2  12/25（金）

バンもん！のうぉーうぉーPLUS
【アーティスト】

  バンドじゃないもん！
 MAXX NAKAYOSHI
#2 12/10（木） #3 12/24（木）
チュニキャンのおおきな輪
【アーティスト】 Chuning Candy
#4  12/4（金）

昭和を彩った懐かしい名曲を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。

午後6時 ほか毎週火曜

#21  12/1（火）
樽見鉄道（岐阜）

#22  12/8（火）
富士急行（山梨）

#23  12/15（火）
ＪＲ釧網本線part１（北海道）

#24  12/22（火）
ＪＲ釧網本線part２（北海道）

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～

歌謡ポップスチャンネルが贈る
アーティスト別MV特集

＜歌唱曲＞ ♪目を閉じておいでよ／真田ナオキ × 斬波
 ♪GLORIA／中澤卓也 × 新浜レオン
 ♪ラブ・ストーリーは突然に／パク・ジュニョン × 中澤卓也
 ♪浪漫飛行／真田ナオキ × 新浜レオン
 ♪WON‘T BE LONG／パク・ジュニョン × 斬波  ほか

“歌うメロディー・メイカー”横山剣の脳内に鳴りまくってる
ゴキゲンにソウルフルな音楽をブレなく再生する事のでき
る東洋一のサウンド・マシーン、クレイジーケンバンド！！
2020年10月30日に日本武道館で開催したLIVEの模様
をテレビ初放送。

12/27（日） よる9時

12/13（日） 午後6時 ◆再放送　12/17（木）午後6時

独特のハスキーボイスで、「女の漁歌」「ノラ」などの代表曲を持つ歌手・
門倉有希が登場。番組MC宮本隆治と縁のあるトークや大好きな猫
の話を伺います。さらに最新曲も披露。＜紹介曲＞♪Ｊ ♪恋猫 ♪メトロ

 12/10（木） 午後5時 ほか
門倉有希#198

＜出演＞小金沢昇司／日野美歌／杜このみ／丘みどり
小田純平／福田こうへい／水森かおり／松村和子
八代亜紀／門倉有希 ＜特別出演＞弦哲也

2020年7月～12月に出演したゲストのトークや歌唱をダイジェ
ストで放送。周年を迎えたゲストの歌手人生の話から、コロナ
禍でのYouTubeやSNSにまつわるエピソードなどを紹介。さら
に、番組ならではのサプライズ演出で盛り上げたスペシャル回や
番組未公開シーンなど見どころ満載な内容でお届けします。

 12/24（木） 午後5時 ほか
2020年下半期総集編#199

12/31（木）

毎年恒例！「オリコン演歌＆歌謡TOP30」の年末スペシャル版！
演歌・歌謡曲ジャンルの2020年オリコンシングルランキング
TOP100を、ミュージックビデオで6時間たっぷり、カウントダウ
ン形式で発表！前編は100位から31位までをダイジェストで、後
編は30位から1位までをフルコーラスでお届けします。さらに、
上位にランクインされた歌手の皆さんのコメントも必見！

前編#1 午後1時 後編#2 午後4時

2020年のヒット曲がすべてわかる！

6時間
特番

お正月三が日は
人気歌手のコンサートを

多数放送。

THE CHECKERS 
CHRONICLE 1985 I 

Typhoon’ TOUR

the pillows
「LOSTMAN GO TO 
BUDOKAN」

予 
告

ⒸNHK

テレビ初放送！

(C)(P)2019 PONY CANYON INC. 

＜歌唱曲＞ 
♪あの娘とスキャンダル
♪渚のdance hall
♪俺たちのロカビリーナイト
♪ジュリアに傷心
♪ギザギザハートの子守唄
♪星屑のステージ
♪涙のリクエスト ほか

1985年夏。「涙のリク
エスト」「星屑のステー
ジ」「ジュリアに傷心」な
ど前年に大ヒットを連
発してブレークした勢い
の刻まれた記念すべき
西武球場ライブを放送。

12/20（日） よる8時
◆再放送　12/28（月）よる11時

2009年、 the pillows結成20周年の締めくくりとして、結
成日である9月16日に行われた初の日本武道館公演。
わずか5分で売り切れプラチナチケットとなった事だけで
はなく、集まった1万人のファンが感動に、涙に溢れた奇
跡の1日。「スト
レンジ カメレオン」
「Funny Bunny」
「スケアクロウ」
「1989」「雨上が
りに見た幻」など
20年間のベスト
的選曲LIVE。

12/13（日）
よる10時

藤井フミヤ
ミュージックビデオ特集
12/8（火） よる9時 ほか

＜紹介曲＞♪TRUE LOVE  ♪タイムマシーン  ♪わらの犬 ほか

1983年のデビューから、時代ごとに人々の心をつか
み魅了し続けているその軌跡を、1993年以降のソロ
デビュー後のミュージックビデオでお届け。

(C)エイベックス・エンタテインメント 

2020年のヒット曲がすべてわかる！

6時間
特番



2020

12
[  番組表  ]

月
7・14・21・28

火
1・8・15・22・29

水
2・9・16・23・30

木
3・10・17・24・31

金
4・11・18・25

 土
5・12・19・26

 日
6・13・20・27

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～ ミュージック・シャワー 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～いわさき白露ゴルフ

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
※㉛鉄道歌浪漫（～8:30）

僕たちの青春ソングス
※⑪⑱＜歌謡決定版＞（～10:00）

若っ人ランド 時代を映す名曲アルバム
演歌の花道 ④大鵬薬品スペシャル「演歌男

子。座談会」 ㉕演歌の花道

8 時代を映す名曲アルバム USEN演歌
ベスト20

※㉛8:30～鉄道歌浪漫２

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
⑤長山洋子⑫杜このみ 

⑲神野美伽㉖中村美律子
宮本隆治の

歌謡ポップス☆一番星

9 ベストヒット演歌 
②松原のぶえ⑨前川清⑯石川さゆり 

㉓天童よしみ㉚角川博

インフォメーション

演歌新曲ファイル 
※⑫㉖＜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
※㉛＜歌謡決定版＞ （～1:00）

特選！ ヒット演歌11
①中村美律子デビュー３０周年
記念コンサート（～1:00） 
⑧川中美幸 コンサート2010
⑮いつでも夢を ㉒大月みやこ 
2009秋のコンサート ㉙小林幸子 
世界遺産「薬師寺」復興祈願コンサート

USEN演歌
ベスト20

＜歌謡決定版＞
※⑰聴かせて！あなたのリクエ

スト　新曲・名曲・ヒット曲
特選！ヒット演歌

12
演歌新曲ファイル

※⑭NHK歌謡コンサート
1:30～＜歌謡決定版＞
㉑㉘インフォメーション

1:00～鉄道歌浪漫
2:30～青春歌謡コレクション

煌く日本の歌手
～わが心の演歌～ インフォメーション

1
インフォメーション ※㉛オリコン演歌＆歌謡スペシャル2020 年間TOP100 （～7:00） NHK歌謡コンサート 

※⑫㉖＜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

④市川由紀乃 オン・ステージ
～令和の夢～⑪⑱＜歌謡決定
版＞ （～3:30）㉕ふたりのビッ
グショー 八代亜紀＆藤圭子 
2:15～ ふたりのビッグショー 
青江三奈＆八代亜紀

2
オリコン

演歌＆歌謡
TOP30

USEN
演歌ベスト20

3
演歌の花道

インフォメーション ベストヒット演歌 
①北島三郎⑧石川さゆり 
⑮㉙森進一㉒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

演歌新曲ファイル 
※⑨㉓＜歌謡決定版＞ 

※㉚（～8:00）

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
※⑥演歌男子。大運動会 

※⑳島津亜矢 感動！！熱舞台
名作歌謡劇場（～7:00）

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

⑤＜歌謡決定版＞ 
⑫昭和スター列伝
－加山雄三－ 
6:00～ ALFEE

「OVER DRIVE 1983 
ALFEE 8-24 BUDOKAN」

（～7:15） 
⑲ザ・スター 北島三郎 
㉖演歌の花道 
5:30～三山ひろし×純烈LIVE

6
列車で旅する歌謡曲

～TRAIN and RAILWAY 
MUSIC

※㉙演歌の花道

③吉幾三コンサート　
支えられて４０年　 
7:30～ 僕たちの青春ソングス 
⑩上を向いて歩こう 
7:45～ 僕たちの青春ソングス ミニ 
⑰大鵬薬品スペシャル

「仮装演歌男子。～ヒーロー
たちの救世主伝説～」 
㉔ザ・スター 森昌子 
㉛7:30～ MV特集（～1:00）

列車で旅する歌謡曲
～TRAIN and RAILWAY 

MUSIC

⑥大鵬薬品スペシャル
「演歌男子。座談会」
6:30～演歌男子。LIVE TOUR 
2019「五周年ノ宴」（～8:30） 
⑬大鵬薬品スペシャル

「仮装演歌男子。～ヒーロー
たちの救世主伝説～」 
⑳7:00～ 列車で旅する歌
謡曲 
㉗五木ひろしメモリアルコン
サート 70yearsさらなる挑戦

7 宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

レッツゴーヤング
70's80's JUKEBOX  

※②大鵬薬品スペシャル
「演歌男子。座談会」 

7:30～ 僕たちの青春ソングス 
※⑨五木先生の歌う！

SHOW学校

70's80's JUKEBOX 
～私たちが選ぶこの10曲～

⑤＜歌謡決定版＞ 
⑫7:15～ Alice THE MOVIE　
美しき絆 
⑲北島三郎特集 ベストヒット演歌
8:00～島津亜矢SINGER
コンサート2018（～9:30） 
㉖純烈コンサート2020 
YOU ARE MY SUNSHINE!!!! 

「追われる者より追う者が強いんじゃ！」 
8:30～ 純烈とバーチャルデート
だよ！「蜜ディス♡蜜ディス♡」

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
※㉘CAR and DRIVE MUSIC

⑬MV特集※⑥8:30～ 
⑳THE CHECKERS 

CHRONICLE 1985 Ⅰ 
Typhoon’TOUR （～9:30） 

㉗ 列車で旅する歌謡曲

9 MUSIC JUNCTION 
9:30～ MUSIC JUNCTION　

LOVERS NOTE 
※⑭鉄道歌浪漫２ 

※㉘MV特集（～11:00）

①MV特集 
⑧藤井フミヤ MV特集 
⑮70's80's JUKEBOX 

㉒ツメ折り！カセットソング 
㉙MV特集 （～11:00）

ポップジャム
9:45～ MV特集 
※⑯松任谷由実 MV特集
※㉓小田和正 MV特集 
※㉚MV特集（～11:00）

③ ザ・スター 野口五郎
（～11:00） 
⑩⑰MV特集 

㉔POPS & ROCK 1988
ライブスペシャル（～11:00）

女性アイドルソング・
ベスト１００ 

④70年代 ⑪80年代 
⑱あなたが選ぶ 

※㉕ツメ折り！カセットソング 
11:00～ MV特集

⑤コロッケ芸能生活35周年
記念コンサート 

⑫レッツゴーヤング 
10:30～MV特集 （～0:30） 
⑲9:30～僕たちの青春ソングス

10:00～ 懐メロ♪ 
ドライブミュージック 

㉖MV特集

⑥GOJISAT.ROCK WAVE 
2019 （～0:00） 

⑬ツメ折り！カセットソング 
⑳9:30～藤井フミヤ MV特集 

（～10:30） 
㉗CRAZY KEN BAND ＊ 
NOW at 日本武道館2020 

10
①TM NETWORK MV特集 

⑧70's80's JUKEBOX  
⑮久保田利伸 MV特集 

㉒MV特集

②10:45～ツメ折り！カセットソ
ング （～11:45） 
⑨10:15～僕たちの青春ソングス ミニ 
10:30～ MUSIC JUNCTION 
⑯70's80's JUKEBOX 
㉓懐メロ♪ ドライブミュージック 
10:30～ MUSIC JUNCTION

70's80's JUKEBOX ～カテ
ゴリ別 名曲プレイリスト～

⑬the pillows「LOSTMAN 
GO TO BUDOKAN」（～0:30） 
⑳10:30～ 僕たちの青春ソン
グス

⑦聖飢魔II MV特集 
⑭アン・ルイス MV特集 
㉑LUNA SEA MV特集 

㉘11:00～THE CHECKERS 
CHRONICLE 1985 Ⅰ

Typhoon’TOUR （～0:30）11
ツメ折り！

カセットソング
※㉙POPS & ROCK 1988
ライブスペシャル （～1:00）

MUSIC JUNCTION　
LOVERS NOTE 

※②11:45～MV特集 
※⑯MV特集 

※㉚ザ・スター 松田聖子 （～
1:30）

女性アイドルソングベストテン 
③70年代 桜田淳子 

⑩80年代 荻野目洋子 
⑰70年代 石野真子 

※㉔ツメ折り！カセットソング 
（～1:00）

⑤ツメ折り！カセットソング  
⑫0:30～ 懐メロ♪ 

ドライブミュージック 
⑲MV特集 

0:00～ ツメ折り！
カセットソング 

㉖ 列車で旅する歌謡曲 
0:00～MV特集

⑥0:00～ ツメ折り！
カセットソング 
1:00～MV特集 
⑬0:30～MV特集 
⑳ポップジャム 
11:45～MV特集 
0:00～MUSIC JUNCTION 
0:30～MUSIC JUNCTION　
LOVERS NOTE 
㉗ポップジャム 
11:45～MV特集 
0:45～僕たちの青春ソングス 
ミニ 
1:00～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

※㉘0:30～MV特集　

懐メロ♪
ドライブミュージック

※㉒0:30～ 懐メロ♪ ドライブ
ミュージック

CAR and DRIVE MUSIC クロスカヴァー・ソングショー 
※③ （～1:30）

1
懐メロ♪ ドライブミュージック 

※⑭僕たちの青春ソングス 
※㉘バンもん！のうぉーうぉーPLUS

◇WOWOW PLUS MUSIC

WOWOW PLUS MUSIC
⑧チュニキャンのおおきな輪
⑮バンもん！のうぉーうぉーPLUS
㉘真っ白な詩 ～僕たちは強く生きる～
※①㉒MV特集

MV特集
※②永遠のロッカーたち

バンもん！のうぉーうぉーPLUS◇
WOWOW PLUS MUSIC 
※⑰MV特集 
※㉛懐メロ♪ ドライブミュージック

④チュニキャンのおおきな輪◇
WOWOW PLUS MUSIC 
⑪MV特集 
⑱僕たちの青春ソングス 
㉕真っ白な詩 ～僕たちは強く生きる
～◇WOWOW PLUS MUSIC

CAR and DRIVE 
MUSIC

※⑤ 懐メロ♪ 
ドライブミュージック 

1:30～MV特集ぐっ！ジョブ
※⑭懐メロ♪ ドライブミュージック

（～2:30）
ナンデモ特命係 
発見らくちゃく！

②⑯政経マネジメント塾 
⑨㉓郷土劇場「芸能の広場」（～2:30）
㉚京都・味の大捜査線リターンズ

（～2:30）
きらり九州 湯めぐり鉄道

～温泉といやしの旅～ 懐メロ♪ ドライブミュージック

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※④⑱（～2:30） 

2:20～世界ローカルナビ
SHE'S TV◇WOWOW 

PLUS MUSIC
J-POP ライブラリー 

※⑳ぐっ！ジョブ 
2:30～ クロ女子白書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。
12/14 深夜1:00～翌7:00 スカパー！（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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