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9/9（金） 午後6時 ほか前編
＜コーナーゲスト＞ 伊達悠太

9/23（金・祝） 午後6時 ほか後編
＜コーナーゲスト＞ 山西アカリ

1981年にフジテレビで4週連続で放送した
「ザ・スター 西城秀樹」に貴重な未公開映像を加えた特別編。

市 川 由 紀 乃 特 集

アリス コンサートツアー 2013 ～It's a Time～ 日本武道館ファイナル
9/24（土） よる7時30分

MC宮本隆治と相田翔子がお送りする
音楽情報バラエティ番組。

メインゲストにデビュー50周年を迎えた
堀内孝雄が登場！

堀
内
孝
雄

ゲ

ス

ト

市川由紀乃コンサート2021
9/11（日） 午後4時30分

2020年に東京国際フォーラムから配
信されたリサイタルの模様をお届け。

市川由紀乃 
無観客リサイタル2020 
～わたしは由紀乃～
9/11（日） 午後3時

福田こうへい
無観客ＬＩＶＥ２０２１
－独唱－ あれから１０年…
9/25（日） 午後4時30分

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～
9/25（日） 午後6時

福田こうへい特集

2014年に東京・浅草公会堂で
開催されたコンサートを放送。

9/25（日） 午後3時

おかげさま
～福田こうへい
コンサートツアー
2014秋～

ザ・スター 
西城秀樹 
～人生の四季～ 
2020年特別編

(C)フジテレビジョン

9/25（日） よる7時30分

9/1（木） スタート！
月曜～金曜 よる7時 ほか

＜原作＞藤沢周平  ＜主演＞仲代達矢

TVTV
初放送！初放送！
TVTV
初放送！初放送！

TVTV
初放送！初放送！
TVTV
初放送！初放送！
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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
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

日
4・11・18・25

清左衛門残日録 ⑬（～7:15）
①～⑨あばれ医者嵐山 ⑫時代劇主題歌コレクション

ブルーリバーの
望むところだ！ 政経マネジメント塾

オリコン
演歌＆歌謡

TOP30

カラオケ人気ソング
◇歌謡決定版

⑬7:15～特選！ヒット演歌ミニ
7:30～60年代 僕たちの青春
ソングス
8:00～歌謡決定版

時代を映す名曲アルバム
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 若っ人ランド 歌謡決定版⑱8:00～

⑱宮本隆治の歌謡ポップス
☆一番星

わが心の演歌

USEN
演歌ベスト20

歌謡決定版
①「80年代・90年代」名曲

⑧ご当地ソング「九州」
⑮㉙リクエスト特集

㉒「許されぬ恋」

歌謡決定版
②リクエスト特集

⑯「花」特集
㉚「望郷演歌」傑作選

⑨㉓演歌新曲ファイル

宮本隆治の歌謡ポップス☆
一番星
③⑰歌謡決定版

インフォメーション

カラオケ人気ソング
◇歌謡決定版

オリコン
演歌＆歌謡

TOP30

インフォメーション ベストヒット演歌
⑥杉良太郎⑬松原健之
⑳五木ひろし㉗竹島宏

歌謡パレード
ベストヒット演歌

②㉚山内惠介⑨川中美幸
⑯坂本冬美㉓松原健之⑤⑲歌謡ポップス芸能ニュース

⑫㉖青春ソングス

NHK歌謡コンサート NHK歌謡コンサート

列車で旅する歌謡曲～TRAIN and RAILWAY MUSIC演歌の花道 インフォメーション
インフォメーション

オリコン
演歌＆歌謡

TOP30

USEN
演歌ベスト20⑤⑲演歌新曲ファイル

⑫㉖歌謡決定版
USEN

演歌ベスト20 オリコン
演歌＆歌謡

TOP30
カラオケ人気ソング

◇歌謡決定版

歌謡決定版
②「望郷演歌」傑作選
⑨㉓リクエスト特集

⑯ご当地ソング「九州」
㉚「許されぬ恋」

演歌新曲ファイル
⑪市川由紀乃 無観客リサイタ
ル2020 ～わたしは由紀乃～ 
4:30～市川由紀乃コンサー
ト2021（～6:00） 
㉕おかげさま～福田こうへい
コンサートツアー2014秋～
4:30～福田こうへい無観客
LIVE2021（～6:00）

インフォメーション インフォメーション

オリコン
演歌＆歌謡
TOP 30

カラオケ人気ソング
◇歌謡決定版

USEN
演歌ベスト20

歌謡パレード 
4:45～NHK歌謡コンサート
③5:30～演歌の花道（～6:30）
⑩5:30～芸能ニュース
⑰真田ナオキが歌い綴る愛の
物語 5:00～真田ナオキの本気

（マジ）演技・・・どう？
㉔演歌男子。「松原健之の映画音楽」 
5:00～松原健之コンサート
ツアー2022（～6:15）

インフォメーション

歌謡決定版
⑦「感謝」特集

㉑リクエスト特集

⑭㉘演歌新曲ファイル

歌謡決定版
①ご当地ソング「九州」
⑧ドラマティック歌謡

⑮「許されぬ恋」
㉙「80年代・90年代」名曲

㉒歌謡ポップス芸能ニュース
5:30～鉄道歌浪漫３

NHK歌謡コンサート
④（～6:30）
⑱5:45～ヒット演歌ミニ

宮本隆治の歌謡ポップス☆
一番星
②松原健之特集 ベストヒッ
ト演歌
⑯㉚歌謡決定版

③6:30～泣いた！笑った！ここ
ろ歌 氷川きよし 
7:30～青春ソングス
⑩演歌男子。トーク祭り
2022～秘密～ 
7:00～テレサ・テン コンサー
ト・ライブ
⑰北国からのコンサート2020
⑰㉔7:15～青春ソングス ミニ
⑰7:30～鉄道歌浪漫２（～9:00）
㉔6:15～演歌の花道 
7:30～アリス コンサートツアー 
2013（～10:15）

④6:30～MV特集（～9:30）
⑪北国からのコンサート2017
7:15～徳永英明「30th 
ANNIVERSARY CONCERT 
TOUR 2016 ALL TIME 
BEST Presence」
⑱真田ナオキ LIVE2022 "
鶯谷で・・・どう？"
7:15～レッツゴーヤング
8:00～MV特集（～10:00）
㉕福田こうへい ミニライブin
大間
7:30～ザ・スター 西城秀樹 
～人生の四季～2020年特別
編（～9:30）

清左衛門残日録 ①（～8:15）
㉑～㉚右門捕物帖

MV特集
⑤80年代ウルトラヒット

⑫眠れぬ夜に聴きたいバラード
⑲90年代ウルトラヒット

㉖恋うたセレクション

MV特集
⑥眠れぬ夜に聴きたいバラード

⑬80年代ウルトラヒット
⑳恋うたセレクション

㉗友に捧ぐ歌
MV特集

⑦青春ヒッツSP
⑭お宝MV大集合！

㉑愛しのベストヒット90's
㉘カラオケで歌いたい！

ヒット曲SP

①8:15～鉄道歌浪漫３
9:45～青春ソングス ミニ

MV特集
⑧青春ヒッツSP（～11:00）

⑮80年代ウルトラヒット
㉒ヒット曲SP（～11:00）
㉙90年代ウルトラヒット

昭和アニメソングコレクション
②レッツゴーヤング（～11:45）③70年代 女性アイドルソン

グ・ベスト100（～0:00）
MV特集
⑩思い出のタイアップソング
10:00～シティ・ポップ 80's
㉔10:15～ 80年代ウルトラ
ヒットコレクション（～0:15）
⑰9:00～山下達郎 
ミュージックビデオ特集
10:00～さかいゆう sings 
Whale Song～クジラが泳ぐ
町で～（～11:30）

⑨うる星やつら オンリー・ユー
10:45～ うる星やつら 完結篇

（～0:15） 
⑯あしたのジョー 劇場版

（～11:45）
㉓劇場版 あしたのジョー２
㉚劇場版 名探偵ホームズ　
青い紅玉の巻／海底の財宝の巻
10:00～ 劇場版 名探偵ホー
ムズ　ミセス・ハドソン人質事
件／ドーバー海峡の大空中戦

MV特集
④9:30～ベストヒット90's
㉕9:30～お宝MV大集合！

⑪80年代 女性アイドルソ
ング・ベスト100（～1:00）
⑱10:00～飯尾和樹とコ
ムアイの音楽クエスト
10:53～コムアイのこれ
が知りたい！
11:00～超ときめき 宣
伝部 ～すきっ！になってく
れますか？？～◇
WOW!iSM―ART!ST―

（～1:00）

MV特集
⑤心潤す癒しの歌

⑫元気100倍☆パワフルソング
⑲シティ・ポップ 80's

㉖友に捧ぐ歌

MV特集
⑥恋うたセレクション

⑬思い出のタイアップソング
⑳元気100倍☆パワフルソング

㉗心潤す癒しの歌

MV特集
HAPPY!ラブソング

㉙元気100倍☆パワフルソング

70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～

70's80's JUKEBOX 
～私たちが選ぶこの10曲～ ツメ折り！カセットソング

列車で旅する歌謡曲
～TRAIN and RAILWAY 

MUSIC

MV特集 
②⑯11:45～80～90年代

ヒットソング 
㉓愛しのベストヒット2000-2020

②㉚0:00～昭和アニメソング
コレクション
⑨0:15～レッツゴーヤング
⑯0:00～音楽でたどる流行
～昭和50年代コレクション～
㉚山下達郎 ミュージックビデオ特集

⑩竹内アンナ TOUR2022
-TICKETS- FINAL◇WOW!iSM
0:30～ポップジャム
1:30～懐メロ♪ 
ドライブミュージック
⑰11:30～ポップジャム
0:30～忌野清志郎 LIVE 
ALBUM コレクション
㉔0:15～ポップジャム
1:00～番組未定 

MV特集
③0:00～友に捧ぐ歌

⑩1:15～80～90年代ヒットソング 
⑰0:15～80～90年代ヒットソング

CAR and DRIVE 
MUSIC 懐メロ♪ ドライブミュージック CAR and DRIVE 

MUSIC ④RCサクセション LIVE ALBUM 
コレクション
⑪1:00～川崎鷹也 WOW!iSM―
L!VE― from RITTOR BASE
⑱1:00～Anly◇WOW!iSM ―
L!VE― from RITTOR BASE
㉕青春ソングス 1:00～竹内アンナ 
TOUR2022-TICKETS- FINAL◇
WOW!iSM（～2:30）

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　　　

1:30～ 雨ニモマケズ、
⑭㉘郷土劇場「芸能の広場」

きらり九州 絶景ニッポン～四季彩パレット～
㉓㉚高田純次のセカイぷらぷら

高田純次のセカイぷらぷら
さつま狂句 

1:40～南九州グルメ便り
1:50～世界ローカルナビ

原日出子の京さんぽ
さつま狂句 

1:40～世界ローカルナビ
1:50～南九州グルメ便り

J-POP ライブラリー
列車で旅する歌謡曲

～TRAIN and RAILWAY 
MUSIC

70's80's JUKEBOX 
～私たちが選ぶこの10曲～ ツメ折り！カセットソング MV特集

②J-POP名曲選
⑨パワフルソング

⑯眠れぬ夜に聴きたいバラード
㉓80年代ウルトラヒット
㉚恋うたセレクション

③二代目はクリスチャン
⑩犬死にせしもの
⑰彼のオートバイ、彼女の島
㉔愛情物語

あばれ八州御用旅 I
㉕2:30～懐メロ♪ ドライブミ
ュージック

懐メロ♪ ドライブミュージック
⑥松本隆コレクション
80年代女性アイドルソング
⑬南野陽子⑳斉藤由貴㉗松田聖子

70's80's JUKEBOXシリーズ 
Ｂ面コレクション

70's80's JUKEBOX 
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～ あばれ八州御用旅 I

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。特番・新番組

時代劇横丁 昭和カルチャー・コレクション
【停波】JC-HITS 9/26（月） 深夜0:00～翌7:00  ＪＤＳ 9/26（月） 深夜1:00～翌7:00  ひかりTV 9/26（月） 深夜0:00～翌7:00※10秒程度の映像音声乱れが2回程度発生  QTnet 9/27（火） 深夜0:00～翌6:00※最大5分程度の停止×3回
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