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飯尾和樹とコムアイの
音楽クエスト

＜ゲスト＞ 

イルカ／新田恵利

冬歌 特集

＜出演＞

中村雅俊／田川寿美／竹島宏
布施明／長山洋子 ほか

1/14（金） 午後6時 ほか

＜歌唱曲＞
♪みどりのケセラセラ
♪明日へのメロディ
♪鳰の湖
♪佐渡の夕笛 ほか

丘みどり復帰後初のリサイタルを独占放送！

2021年12月13日に東京・新宿文化センターで行われた
コンサートの模様をお届けします。

リサイタル15周年＋1
～演魅vol.3～

丘みどり
1/30（日） 午後6時

8～12月に出演したゲストのトークや歌唱映像、
番組コーナーや未公開シーンもお届けします。
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(C)KINGRECORDS

1/29（土） よる8時

福田こうへい特集 ベストヒット演歌よる7時

福田こうへい 無観客ＬＩＶＥ２０２１
－独唱－ あれから１０年…

午後4時

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～

午後5時30分

福田こうへい 
1月1日発売の両A面シングル『ふるさと山河／
一番マグロの謳』を記念し、一挙放送！

1/22（土）オフコース
1982・6・30 
 武道館 コンサート

1982年に開催された史上初の
日本武道館10日間コンサート。

1/8（土） よる7時

©ユニバーサル ミュージック



番組表1
2022

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
3・10・17・24・31

火
4・11・18・25

水
5・12・19・26

木
6・13・20・27

金
7・14・21・28

土
1・8・15・22・29

日
2・9・16・23・30

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 
※④オリコン 演歌＆歌謡スペシャル
2021 年間TOP100（～9:00）

歌謡決定版
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
※①新春狂言「千切木」

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～ ※⑦特選！ 
ヒット演歌ミニ 6:45～ オリコン演歌＆歌謡
スペシャル2021 年間TOP100（～9:45）

さつま狂句 ※①紀伊半島の森で
（～7:00） 6:40～南九州グルメ便り
6:50～⑧㉒離島からの挑戦⑮㉙ゴルフ

7 オリコン
演歌＆歌謡

TOP30
※⑩オリコン

演歌＆歌謡スペシャル2021 
年間TOP100

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

※⑬歌謡決定版
※⑳演歌新曲ファイル

USEN
演歌ベスト20

若っ人ランド
※①京都・味の大捜査線

リターンズ

②㉓歌謡決定版
⑨京都・味の大捜査線リターンズ

⑯宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星
㉚昭和青春歌謡 コレクション

8 演歌の花道
※ベストヒット演歌

⑫市川由紀乃 ㉖石川さゆり
歌謡決定版

※①演歌の花道
⑨㉚昭和青春歌謡 コレクション
⑯㉓宮本隆治の歌謡ポップス☆一番星
※②演歌の花道

9 ベストヒット演歌
④石川さゆり ⑪田川寿美

⑱福田こうへい ㉕島津亜矢
歌謡パレード

ベストヒット演歌 ⑭竹島宏 ㉑市川由
紀乃※⑦9:45～ インフォメーション

（～10:00）※㉘きよしとこの夜
インフォメーション※①②歌謡パレード（～10:30）

歌謡決定版
※①10:30～  NHK歌謡コン
サート（～1:30）

オリコン
演歌＆歌謡

TOP30
※②10:30～  NHK歌謡コン
サート（～1:30）
※⑨歌謡決定版

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

※④昭和青春歌謡 コレクション
※⑱ぜ～んぶ中澤卓也のBEST10
12:00～ 帰ってきた！ぜ～んぶ
中澤卓也のBEST10

USEN
演歌ベスト20

※⑤60年代 
僕たちの青春ソングス

歌謡決定版
⑥60年代 僕たちの青春ソン
グス（～1:00）

歌謡決定版
12

演歌の花道
※⑳宮本隆治の歌謡ポップス

☆一番星 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
※①1:30～ ごごナマ ごごウタ
3:30～ 昭和・平成・令和 時代
を超えた名曲コンサート（～5:30）
※⑧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」
2:00～ 坂本冬美「～歌の夢　
歌の旅～」
※⑮オリコン演歌＆歌謡スペシャル
2021 年間TOP100（～7:00）

USEN
演歌ベスト20

※②1:30～ ごごナマ ごごウタ
（～3:30）

インフォメーション※③歌謡決定版(～3:30）

USEN
演歌ベスト20

※④歌謡決定版
オリコン

演歌＆歌謡
TOP30

※⑤歌謡決定版

歌謡決定版

演歌新曲ファイル
※⑦歌謡決定版
※㉑聴かせて！

あなたのリクエスト
2

⑩鉄道歌浪漫 ２ ⑰鉄道歌浪漫 ３　
㉔演歌の花道 ㉛演歌男子。LIVE
シリーズ「松尾雄史のムード歌謡」 
3:00～ 音楽・夢くらぶ　
中村雅俊×さだまさし

3 演歌新曲ファイル
※②3:30～ 宮本隆治の歌謡
ポップス☆一番星コンサート
2016（～5:30）
※⑯聴かせて！あなたのリクエスト
※㉚歌謡決定版（～6:00）

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
※③オリコン

演歌＆歌謡スペシャル
2021 年間TOP100

歌謡決定版

USEN
演歌ベスト20

⑧MV特集（～7:00）
㉒福田こうへい無観客ＬＩＶＥ
２０２１－独唱－ あれから10年…
㉙川中美幸 コンサート2010 
～人・うた・心～

インフォメーション

5
歌謡決定版

※㉖昭和青春歌謡 コレクション
6:00～ 70's80's JUKEBOX　
～私たちが選ぶこの10曲～

歌謡決定版
⑬市川由紀乃コンサート

2017～唄女～
6:30～ 僕たちの青春ソングス

②5:30～ 北国からのコンサート２０２０
（～6:45）⑨市川由紀乃リサイタル 2019
（～6:45）⑯吉幾三コンサート（～6:30）
㉓演歌男子。LIVEシリーズ

「松尾雄史のムード歌謡」 ①北国からのコンサート２０１７
6:45～五木先生の歌う！SHOW
学校 超拡大版スペシャル（～8:00）
㉒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 
㉙川中美幸コンサート「夢」の
向こう側へ

6
⑦福田こうへい特集 ベストヒ
ット演歌 ⑭宮本隆治の歌謡ポ
ップス☆一番星 ㉑演歌の花道
㉘70's80's JUKEBOX　
～私たちが選ぶこの10曲～

②6:45～きよしとこの夜
⑨6:45～市川由紀乃コンサー
ト2021（～8:15）
⑯6:30～五木ひろしコンサート
～よこはま・たそがれから40年
の熱唱～
㉓MV特集（～9:00）
㉚丘みどりリサイタル
15周年＋1～演魅vol.3～
7:30～ 70's80's JUKEBOX

（～8:30）
7

列車で旅する歌謡曲
～TRAIN and RAILWAY 

MUSIC 
※③歌謡決定版

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 

⑧オフコース 1982・6・30 
武道館 コンサート（～8:45）
⑮MV特集（～9:00）
㉒福田こうへい特集 ベストヒ
ット演歌  7:45～鉄道歌浪漫 ２

（～9:15）㉙MV特集

8
MV特集 MV特集

70年代 女性アイドルソング・
ベスト１００

MV特集

⑦すぎやまこういちコレクション
⑭昌子・淳子・百恵 
涙の卒業式　出発
㉑70's80's JUKEBOX

（～0:00）
㉘MV特集（～10:00）

①特集 歌のビッグステージ 
（～9:30）
⑧8:45～ MV特集
㉙飯尾和樹とコムアイの音楽
クエスト

②特集 歌のビッグステージ 
（～9:30）
⑨8:15～鉄道歌浪漫 ３（～9:45）
⑯70's80's JUKEBOX
㉚8:30～ 僕たちの青春ソン
グス

9
MV特集

⑦筒美京平コレクション
⑭ビッグショー 桜田淳子

①9:30～レッツゴーヤング
（～2:00）
⑧ZARD ミュージックビデオ
特集
9:30～NAONのYAON 2021 
第一部
11:00～第二部（～0:30）
⑮松任谷由実 
ミュージックビデオ特集
9:30～僕たちの青春ソングス
10:00～MV特集
㉒9:15～僕たちの青春ソングス 
9:45～MV特集
10:00～アリス 3606日 ファイ
ナル・ライブ・アット・後楽園
11:30～ 青春ソングス
㉙MV特集

②9:30～ポップジャム（～1:15） 
⑯ヤングスタジオ１０１
㉓ジャストポップアップ
㉚ポップジャム
MV特集※⑨僕たちの青春ソングス ミニ

10 MV特集
㉛MISIA 

ミュージックビデオ特集

80年代 
女性アイドルソング・

ベスト１００

MV特集
㉘Augusta Camp 2021

【3時間完全版】

MV特集
※⑯11:00～ でんぱ組.inc　
―SPEC!AL―（～1:00）

11 70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

列車で旅する歌謡曲
～TRAIN and RAILWAY 

MUSIC 
※④MV特集

J-POP ライブラリー 70's80's JUKEBOX
～私たちが選ぶこの10曲～

0 CAR and DRIVE 
MUSIC ツメ折り！カセットソング

女性アイドルソング
⑤大瀧詠一 作品集
⑫細野晴臣 作品集

⑲山口百恵 ベストテン
㉖天地真理ベストテン

J-POP ライブラリー
①2:00～MV特集（～4:00）
⑧0:30～ WORLD GUITAR 
GIRLS COLLECTION 
－女子メタルの響宴－
1:30～ MV特集（～3:30）
⑮㉒MV特集
㉙日本統一

⑨MV特集 （～2:00）
㉚Anly◇WOW!iSM 

―L!VE― from RITTOR 
BASE

1
懐メロ♪ ドライブミュージック ②1:15～ MV特集（～3:15）

⑯㉚MV特集 （～3:00）
㉓70年代女性アイドルソング 
麻丘めぐみベストテンぐっ！ジョブ※③紀伊半島の森で ナンデモ特命係 

発見らくちゃく！
政経マネジメント塾 ※⑫㉖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、 （～2:30）※③離島
からの挑戦◇白露ゴルフ◇グルメ

OKINAWA MONDE 
 W・ALKER※④雨ニモマケズ、

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 2:10～⑦㉑白露ゴルフ

⑭㉘岩崎育英文化財団ニュース◇グルメ 日本統一 （～3:30）

インフォメーション3 70's80's JUKEBOX
※⑧3:30～ 僕たちの青春ソングス

②3:15～青春ソングス（～3:45） 
⑯㉚アイドルソング（～4:00）
3:30～懐メロ♪ ドライブ
※②3:45～MV特集

※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。停波1/19（水）、27（木）3：55～4：00スカパー（CS110)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/

番組に関するお問い合わせ
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