月

6
7
8

火

水

7・14・21・28

1・8・15・22・29

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

～懐かしい歌 彩る情景～

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

3

※㉚車で旅する歌謡曲

うた紀行※②わが心の演歌

6
7

～懐かしい歌 彩る情景～

歌う！セールスマン

OKINAWA MONDE W・ALKER

歩きながらソング

日本のこころ ふるさとの歌

わが心の演歌

60年代
僕たちの青春ソングス

インフォメーション

特選！ ヒット演歌

大鵬薬品スペシャル

演歌新曲ファイル

※⑭㉘＜歌謡決定版＞

＜歌謡決定版＞

USEN
演歌ベスト20

※⑩㉔＜歌謡決定版＞

※㉕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
TOP30

インフォメーション

①⑧角川博
⑮㉒㉙森山愛子

インフォメーション

オリコン
演歌＆歌謡
TOP 30

インフォメーション

＜歌謡決定版＞

演歌新曲ファイル

※⑨㉓㉚＜歌謡決定版＞

列車で旅する歌謡曲

※㉙はやぶさ 特別番組

6:30～ 僕たちの青春ソングス

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星

演歌新曲ファイル
※⑫㉖＜歌謡決定版＞

特選！ヒット演歌

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

※㉕＜歌謡決定版＞

インフォメーション

きよしとこの夜

④福田こうへい ⑪神野美伽
⑱角川博 ㉕吉幾三

④⑱ 列車で旅する歌謡曲
⑪㉕艶歌 -ENKA-

インフォメーション

オリコン
演歌＆歌謡
TOP30

五木先生の歌う！
SHOW学校

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

USEN
演歌ベスト20

僕たちの青春ソングス

大鵬薬品スペシャル

⑤8:00～ 布施明 デビュー50

昭和青春歌謡 コレクション

僕たちの青春ソングス

⑥八神純子Live キミの街へ

～Here We Go！
70's80's JUKEBOX 周年記念コンサート～次の一歩～ ⑬MV特集 8:00～
Live at 東京国際フォーラム

～私たちが選ぶこの10曲～

懐メロ♪ ドライブミュージック

8

ベストヒット演歌

at 東京国際フォーラム（～8:15）
㉔水森かおり特集 ベストヒット演歌

～Doki Dokiトークを召し上がれ～」

僕たちの青春ソングス ミニ

時代を映す名曲アルバム

※⑳＜歌謡決定版＞
特選！ ヒット演歌
※⑤島津亜矢 感動！！熱舞
台名作歌謡劇場（～8:00）
③独占放送 吉幾三 ４５年間、あり
大鵬薬品スペシャル
がとう～ファイナルコンサート～（～
※㉖歌のあとさき 市川由紀乃「演歌男子。禁断の裏メニュー
8:00）⑩福田こうへい特集 ベストヒ
6:00～ 市川由紀乃特集 ベス ～Doki Dokiトークを召し上がれ～」
ット演歌⑰布施明 デビュー50周年 時代を映す名曲アルバム
トヒット演歌（～8:00）
記念コンサート ～次の一歩～ Live

「演歌男子。禁断の裏メニュー

レッツゴーヤング

若っ人ランド

インフォメーション

インフォメーション

特選！ ヒット演歌

政経マネジメント塾

⑤杜このみ ⑫天童よしみ
⑲森山愛子 ㉖市川由紀乃

ベストヒット演歌

ベストヒット演歌

インフォメーション

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

さつま狂句

～Doki Dokiトークを召し上がれ～」

NHK歌謡コンサート
①グラシェラ・スサーナ 半世紀の
思いを込めて ※12:30～ 60年
代 僕たちの青春ソングス
⑧島津亜矢リサイタル2010 挑戦
⑮川中美幸 七変化！美幸一座
㉒コロッケ芸能生活35周年記念
コンサート ㉙上を向いて歩こう
※12:45～ 特選！ ヒット演歌ミニ

日

6・13・20・27

山日和 6:50～ハワイ・ローカルトーク

「演歌男子。禁断の裏メニュー

USEN演歌
ベスト20

※⑨歩きながらソング
列車で旅する歌謡曲（～10:00）
※⑯わが心の演歌※㉚歩きながらソング
⑯フォークの風景
㉚うた紀行

4
5

うた紀行

5・12・19・26

わが心の演歌※②うた紀行

＜歌謡決定版＞

土

4・11・18・25

演歌の花道

12
1
2

ベストヒット演歌
②市川由紀乃⑨石川さゆり
⑯中村美律子 ㉓島津亜矢
㉚福田こうへい

金

3・10・17・24

車で旅する歌謡曲

9
10
11

木

2・9・16・23・30

※⑰8:15～ NHK歌謡コンサート
※㉑ALFEE
「OVER DRIVE 1983 ALFEE 8-24 BUDOKAN」
（～9:15）

五木ひろしの異次元ライブ
（～10:15）
2020～歌で伝えたかったこと～
⑫五木ひろしメモリアルコンサ
Part １
ート 70yearsさらなる挑戦
⑳ ザ・スター 野口五郎
⑲高橋真梨子 コンサート2019
㉗山下久美子 20TH
MariCovers
ANNIVERSARY LIVE
㉖2018福田こうへいコンサー
“THE HEARTS”
ト IN 浅草公会堂～真心伝心～
8:30～ 浜田麻里 Beyond
8:45～ 僕たちの青春ソングス
Tomorrow Tour’91～’92
ミニ
“TOMORROW”（～9:45）

MUSIC JUNCTION

9
10
11
0
1
2

⑥70's80's JUKEBOX ～カ
⑫MV特集（～11:00）
④⑪MV特集
テゴリ別 名曲プレイリスト～
㉖MV特集（～0:00）
10:00～ J-POP ライブラリー
⑬70/80年代女性アイドルソ
⑲真琴つばさ Presents
MV特集
⑱オフコース 1982・6・30
ング 玉置浩二 作品集
すみれ女子会
武道館 コンサート
⑳小田和正 MV特集
MUSIC JUNCTION
10:45～ MV特集
㉗9:45～MV特集（～10:45）
LOVERS NOTE
㉕70/80年代女性アイドルソ
※㉑10:15～
ング
中島みゆき
作品集
②⑨MV特集
⑥プリンセス プリンセスMV特集
レッツゴーヤング（～11:00）
10:00～ 伊藤銀次・杉真理・
⑯THE ALFEE MV特集
⑬本田美奈子.「ザ・ヴァージン
70's80's JUKEBOX
サーカス・庄野真代
・
ライヴ IN BUDOKAN」
⑤10:15～
レッツゴーヤング
～カテゴリ別 名曲プレイリスト～ ㉓T.M.Revolution MV特集
70's80's JUKEBOX
LIVE Light Mellow Vol.1 ⑲T.M.Revolution MV特集 ⑳80年代女性アイドルソング
※①オフコース コレクション ㉚10:00～J-POPライブラリー ～カテゴリ別 名曲プレイリスト～
（～0:00）
菊池桃子ベストテン
※㉙MV特集
MV特集
②⑨㉓MV特集⑯THE ALFEE コレ
㉗10:45～MV特集
クション（～11:45）
⑭角松敏生
㉑聖飢魔II（～0:00）
③しゃべくりDJ ダイアモンド☆ユカ AugustaとNew Normal
⑥ツメ折り
！カセットソング
㉘西城秀樹
MUSIC JUNCTION
イ & 平松愛理のミュージックアワー ④さかいゆう ⑪山崎まさよし
⑬ポップジャム
LOVERS NOTE
⑤⑲MV特集
！
！
（～1:00）
⑩80年代女性アイド
⑱秦
基博
ツメ折り！
11:45～MV特集
※②80年代女性アイドルソング ルソング 斉藤由貴ベストテン ⑰70
⑫ツメ折り！カセットソング
⑳懐メロ♪ ドライブミュージック
早見優ベストテン
年代女性アイドルソング 山口百恵
カセットソング
※⑯11:45～ 僕たちの青春ソングス ミニ ベストテン ㉔70年代女性アイドルソ
㉗ポップジャム
僕たちの青春ソングス
MV特集
※㉚角松敏生 MV特集
ング 南沙織 ベストテン
11:45～ MV特集
※⑦GOJISAT.ROCK WAVE
2019（～0:00）
※㉑9:15～ THE
ALFEE コレクション（～10:15）

CAR and DRIVE
MUSIC

ポップジャム
①⑧㉒MV特集（～11:00）
※㉚LUNA SEA MV特集
⑮徳永英明 MV特集
（～10:00）
㉙T.M.Revolution MV特集

懐メロ♪
ドライブミュージック

⑩80年代女性アイドルソング 斉藤 FUJI & SUN ’19
⑤70's80's JUKEBOX MUSIC JUNCTION
由貴 アルバム･コレクション ⑰しゃ ④DJみそしるとMCごはん
70/80年代 シティ・ポップの べく
りDJ 生稲晃子のミュージックア ⑪田島貴男 ㉕七尾旅人＆cero ～カテゴリ別 名曲プレイリスト～ 0:30～ MUSIC JUNCTION
名曲 ベスト100
⑫㉖MV特集
ワー！！ ㉔しゃべくりDJ GAKU-MC ※⑱五木ひろしの異次元ライブ
LOVERS NOTE
⑲奥田民生 MV特集
のミュージックアワー！！
※⑬㉗CAR and DRIVE
２０２０～歌で伝えたかったこと～ Part１

NEMOPHILA～地獄のゆるふわ初
AugustaとNew Normal
冠～◇WOWOW PLUS MUSIC NEMOPHILA～地獄のゆるふわ初 ②スキマスイッチ ⑨さかいゆう
※⑦MV特集
冠～◇WOWOW PLUS MUSIC ⑯山崎まさよし ㉓秦 基博
※㉑AK-69◇WOWOW PLUS
※①⑮㉙MV特集
※㉚AK-69◇WOWOW PLUS
MUSIC
MUSIC

湯めぐり鉄道
～温泉といやしの旅～
クロ女子白書

2020

9

[ 番組表 ]

ナンデモ特命係
発見らくちゃく！

OKINAWA MONDE W・
ALKER

特番・新番組

政経マネジメント塾
※⑨㉓郷土劇場「芸能の広場」
（～2:30）

ハワイ・ローカルトーク
※㉚2:10～世界ローカルナビ
インフォメーション

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。
停波9/28深夜1時〜翌7時JDS.JC-HITS、ひ
かりTV

風男塾ってどんな塾？◇WOWOW 風男塾ってどんな塾？◇WOWOW
PLUS MUSIC
PLUS MUSIC
※③SHE'S TV◇WOWOW PLUS ※⑪SHE'S TV◇WOWOW PLUS
MUSIC
MUSIC
※⑰MV特集
※㉕MV特集

きらり九州

湯めぐり鉄道
～温泉といやしの旅～

Ｕ字工事の旅！発見

さつま狂句 2:15〜山日和
2:20〜世界ローカルナビ

MUSIC
1:00～ MV特集

CAR and DRIVE
MUSIC
Maison book girl/Dual◇WOWOW
PLUS MUSIC

MV特集

懐メロ♪ ドライブミュージック
～ミッドナイト ハイウェイ編～

J-POP ライブラリー

