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飯尾和樹とコムアイの
音楽クエスト

10回目の夏 -SINCE 1991-
THE ALFEE

筒美京平×松本隆 特集
プレミアムな
配信ライブを
TV初放送！10/31（日） よる7時

10/10（日） よる7時

2016年に行われた公演の模様をお届け！

「30th ANNIVERSARY 
CONCERT TOUR 2016 
ALL TIME BEST 
Presence」
10/17（日） よる8時 
◆再放送 10/24（日）よる10時

(C)KINGRECORDS

Ⓒユニバーサル ミュージック　

 ＜2020年7月配信ライブ＞

そのほか「NHK歌謡コンサート」出演回も3話連続放送！

10/24（日） 午後6時  ◆再放送 10/28（木）午後5時

一番マグロの謳
う た

～たぐりよせた漁師たちとの絆～

ミニライブin大間 独占密着

福田こうへい
テレビ独占初放送！

1991年に横浜コスモ石油跡地にて行われた
10回目のサマーイベント！

（C） Project Ⅲ
（C）2015 PONY CANYON INC.

10/23（土） よる7時

林部智史
 “おうちでコンサート”
セカンドアルバム「Ⅱ」
リリース記念特別公演



番組表10 
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さらに詳しい情報は
歌謡ポップスチャンネル
公式ホームページへ！

月
4・11・18・25

火
5・12・19・26

水
6・13・20・27

木
7・14・21・28

金
1・8・15・22・29

土
2・9・16・23・30

日
3・10・17・24・31

6
うた紀行

～懐かしい歌 彩る情景～ 知里のミュージックエッセンスPartII
⑥⑳㉗歌謡決定版

⑬真田ナオキの歌道一到
～何事か成らざらん～ 

（～ 9:00）

時代を映す名曲アルバム
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 わが心の演歌 煌く日本の歌手

～わが心の演歌～
さつま狂句 6:45～南九州グルメ
便り 6:50～世界ローカルナビ

7
オリコン

演歌＆歌謡
TOP30

歌謡決定版
演歌新曲ファイル

※⑦昭和青春歌謡コレクション
※㉑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

若っ人ランド
③⑰㉛歌謡決定版
⑩氷川きよし特集 ベストヒット演歌
㉔島津亜矢特集 ベストヒット演歌

8 ベストヒット演歌
⑥香西かおり特集

⑳福田こうへい特集
歌謡決定版 宮本隆治の歌謡ポップス

☆一番星※⑩㉔演歌の花道

9
NHK 歌謡コンサート

歌謡パレード
NHK歌謡コンサート

インフォメーション

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

歌謡決定版
11 演歌新曲ファイル

※⑫鉄道歌浪漫
0:30～僕たちの青春ソングス
※㉖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

⑦㉑歌謡決定版 ⑭細川たかし
特集 ベストヒット演歌 ㉘田川
寿美特集 ベストヒット演歌

歌謡決定版

12
⑦㉑演歌の花道
⑭㉘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～ インフォメーション

1 インフォメーション

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

USEN
演歌ベスト20

歌謡決定版 USEN
演歌ベスト20 オリコン

演歌＆歌謡
TOP30

歌謡決定版

演歌新曲ファイル
※①きよしとこの夜
3:00～ 演歌の花道

※⑮聴かせて！あなたのリクエスト　
新曲・名曲・ヒット曲

※㉙ごごナマ ごごウタ

2
3 演歌新曲ファイル

※⑩聴かせて！あなたのリクエ
スト 新曲・名曲・ヒット曲
※㉔NHK歌謡コンサート（～5:15）
※㉛島津亜矢リサイタル2008 
無双

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

歌謡決定版

USEN
演歌ベスト20

歌謡パレード
※⑯NHK歌謡コンサート
※㉓特集 歌のビッグステージ（～5:30）
※㉚ザ・スター 北島三郎 （～6:00）インフォメーション
②ビッグショー 八代亜紀⑨宮本隆治の歌
謡ポップス☆一番星コンサート（～6:00）
⑯坂本冬美「いい女になりたいコンサート
'90  いまわたしは炎です」 （～5:45）5

⑥五木ひろしメモリアルコンサート 
70yearsさらなる挑戦（～7:00）
⑬演歌男子。LIVE TOUR 2019

「五周年ノ宴」（～7:00）
⑳橋幸夫 60周年記念特別番組
㉗三山ひろし×立川志の春 落語
対談 5:30～三山ひろし落語～日
本の伝統芸に挑む～

⑦㉑歌謡決定版（～7:00）
⑭鉄道歌浪漫 ２　
㉘福田こうへい ミニライブin大間 
独占密着 一番マグロの謳 
～たぐりよせた漁師たちとの絆～

③NHK歌謡コンサート
5:45～市川由紀乃 オン・ステージ（～7:15）
⑩NHK歌謡コンサート 5:45～艶歌（～6:45）
⑰㉛艶歌 ㉔5:15～福田こうへい特集 
ベストヒット演歌

②ふたりのビッグショー 
青江三奈＆八代亜紀
6:15～ 八代亜紀＆藤圭子
⑨6:00～一番星コンサート2016

（～8:00）
⑯5:45～ 坂本冬美「リサイタル’94」
㉓ふたりのビッグショー 谷村新司＆
西城秀樹  6:15～レッツゴーヤング
㉚6:00～ アイドルソング 宇崎竜童 
作品集

6
①㉙石川さゆり特集 ベストヒ
ット演歌 ⑧㉒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～ ⑮真田
ナオキが歌い綴る愛の物語

⑩6:45～青春ソングス ⑰中川晃教×加藤和樹
×海蔵亮太　僕たちのラブソング～思い出
ナンバーを歌う～（～8:00） ㉔福田こうへい 
ミニライブin大間 独占密着　一番マグロの謳 
～たぐりよせた漁師たちとの絆～（～7:30）
㉛演歌男子。LIVEシリーズ「新浜レオンの
新御三家ヒットソング」

僕たちの青春ソングス※⑭鉄道歌浪漫３（～8:00）

7
列車で旅する歌謡曲

～TRAIN and RAILWAY 
MUSIC 

懐メロ♪ ドライブミュージック
列車で旅する歌謡曲

～TRAIN and RAILWAY 
MUSIC 

※㉒竹島宏特集 ベストヒット演歌

70/80年代 女性アイドルソング 作品集 
②井上陽水 ⑯中島みゆき ㉚玉置浩二
㉓林部智史 “おうちでコンサート”
セカンドアルバム「Ⅱ」リリース記念
特別公演
8:30～青春ソングス

③7:15～青春ソング  7:30～ 鉄
道歌浪漫（～9:00） 
⑩THE ALFEE 10回目の夏 
-SINCE 1991-（～9:00） 
㉔7:30～鉄道歌浪漫３（～9:00）
㉛飯尾和樹とコムアイの音楽クエスト

8
MV特集 MV特集

MV特集 MV特集

レッツゴーヤング
※⑧ヤングスタジオ１０１
※⑮ジャストポップアップ

※㉒ポップジャム

70/80年代
女性アイドルソング作品集
②吉田拓郎 ⑨尾崎亜美

⑯松任谷由実
㉚ザ・スター 岩崎宏美
スペシャル（～9:30）

⑰徳永英明「30th 
ANNIVERSARY CONCERT 

TOUR 2016 ALL TIME 
BEST Presence」（～9:45）

㉛筒美京平コレクションMV特集

9

70's80's JUKE BOX　
～私たちが選ぶこの10曲～

70/80年代
女性アイドルソング作品集
②財津和夫 ⑨来生たかお

⑯竹内まりや
㉓ツメ折り！カセットソング

㉚9:30～ 懐メロ♪ ドライブミュージック

③ジャストポップアップ
⑩THE ALFEE コレクション （～10:00）
㉔ヤングスタジオ101㉛松本
隆コレクション（～10:00）

MV特集
※⑰ポップジャム（～10:30）

10
④⑪㉕MV特集
⑱レベッカ ミュージックビデ
オ特集
10:30～ SHOW-YA ミュー
ジックビデオ特集

⑤⑲MV特集
⑫TM NETWORK ミュージ
ックビデオ特集 ㉖松任谷由実 
ミュージックビデオ特集 
10:30～ 工藤静香 ミュージ
ックビデオ特集

MV特集
※㉚山崎まさよし／Augusta 
Camp Special Selection
11:00～ 秦基博／Augusta 
Camp Special Selection

③MV特集  11:00～ Lym「今は
これしか言えない」◇WOW!iSM
―SPEC!AL―⑩MV特集 ⑰10:30
～ 懐メロ♪ ドライブミュージック 
11:00～ 川崎鷹也 WOW!iSM
ーL!VEー from RITTOR BASE
㉔徳永英明「30th ANNIVERSARY 
CONCERT TOUR 2016 ALL TIME 
BEST Presence」
11:45～MV特集（～0:45）
㉛松本隆 原作・音楽・監督映画

『微熱少年』

11 70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

CAR and DRIVE 
MUSIC J-POP ライブラリー

⑦⑭70's80's JUKEBOX　
～私たちが選ぶこの10曲～
㉑㉘懐メロ♪ ドライブミュージ
ック

0 CAR and DRIVE 
MUSIC ツメ折り！カセットソング

列車で旅する歌謡曲
～TRAIN and RAILWAY 

MUSIC 

しゃべくりDJ GAKU-MCのミ
ュージックアワー！！
※⑭しゃべくりDJ 生稲晃子の
ミュージックアワー！！
※㉘しゃべくりDJ 生稲晃子 & 
GAKU-MCのミュージックア
ワー！！

MV特集
※㉚スキマスイッチ／
Augusta Camp Special 
Selection
1:00～MV特集 （～4:00）

③MV特集（～3:00）
⑩和楽器バンド 大新年会
2016 日本武道館 -暁ノ宴-

（～2:30） ⑰Who is Hakubi?
㉔0:45～ 青春ソングス 
1:00～ 超ときめき（ハート）宣
伝部 ～すきっ！になってくれま
すか？？～ 
㉛中川晃教×加藤和樹×海蔵
亮太  僕たちのラブソング～思
い出ナンバーを歌う～

1
懐メロ♪ ドライブミュージック※㉖停波（～7:00）

ぐっ！ジョブ ナンデモ特命係 
発見らくちゃく！

⑥⑳政経マネジメント塾
⑬㉗郷土劇場「芸能の広場」（～2:30） きらり九州 絶景ニッポン～四季彩パレット～

2 雨ニモマケズ、 OKINAWA MONDE 
 W・ALKER

絶景ニッポン
～四季彩パレット～ Ｕ字工事の旅！発見 さつま狂句 2:10～世界ローカル

ナビ 2:20～南九州グルメ便り
⑩2:30～ 懐メロ♪ ドライブ
⑰㉔MV特集 （～4:00）㉛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3 70's80's JUKEBOXシリーズ　
Ｂ面コレクション

70's80's JUKEBOXシリーズ　野球選手の歌
※㉛野球選手のうた～平成名球界編～

※番組内容・放送スケジュールは都合により変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。 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。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/

番組に関するお問い合わせ
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