
JOYSOUND BGM

最新J-POP

放送時間

2021/12/04~2021/12/10

楽曲名 アーティスト名

恋人 ＫＡＬＭＡ

ＷＡＮＴＥＤ ＭＯＮＳＴＡ　Ｘ

ヴァーチャル・ヴァカンス 猫戦

ＲＵＮ ＢＵＺＺ　ＴＨＥ　ＢＥＡＲＳ

銀河民 東京事変

Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｐａｒｒｏｗｓ ＦＬＯＷ

中毒 ＳＨＩＳＨＡＭＯ

ＬＯＶＥ ＢｉＳ

Ｎｅｗ　Ｅｒａ Ｄｒａｇｏｎ　Ａｓｈ

ＴＨＥ　ＳＴＲＵＧＧＬＥ　ＩＳ　ＲＥＡＬ ミームトーキョー

ＤＯ　ｏｒ　ＮＯＴ ＰＥＮＴＡＧＯＮ

ハレヴタイ Ｔｈｅ　Ｂｒｏｗ　Ｂｅａｔ

エテ ＹＡＡＳＵＵ

ＳＵＭ　ＢＡＢＹ
ＢＡＬＬＩＳＴＩＫ　ＢＯＹＺ　ｆｒｏｍ　ＥＸＩ

ＬＥ　ＴＲＩＢＥ

ムーンレイカー Ｓａｎｏ　ｉｂｕｋｉ

ＦＵＴＵＲＥ　ＬＯＶＥＲＳ ＲＹＵＪＩ　ＩＭＡＩＣＨＩ

東京今夜 フレンズ

Ｌｅｔ　Ｍｅ　Ｆｌｙ～その未来へ～ ＰＲＯＤＵＣＥ　１０１　ＪＡＰＡＮ　ＳＥＡＳＯＮ２

ＭＯＶＥ　ＯＮ Ｎｏｒｔｈｅｒｎ１９

あんよがじょうずピコピコピ 磯貝サイモン

ＶＥＮＯＭ 零［Ｈｚ］

僕らのワンダーランド Ａｐｐａｒｅ！

悲しい歌がある理由 ヒグチアイ

Ａ１０ＴＩＯＮ Ｋｉｓ－Ｍｙ－Ｆｔ２

ＷＥＬＣＯＭＥ☆夏空ピース！！！！！ ＳＵＰＥＲ☆ＧｉＲＬＳ

ＫＯＩＮＯＢＯＲＩ ＷＡＴＡＲＵ

ふたりぼっち 島谷ひとみ×Ｍｉｃｒｏ（Ｄｅｆ　Ｔｅｃｈ）

ＮＯＳＴＡＬＧＩＣ ＨＹＤＥ

ｋｏｒｅｋａｒａ 岩田剛典

こむぎ 遊助

君にＡｉＤａｉ 愛

ｖｅｒｍｉｓｓｔ そこに鳴る

© 2021 XING Inc. All rights reserved.                                             ※都合により、記載内容が変更になる場合がございます。



JOYSOUND BGM

歌謡☆ヒットパレード

放送時間

2021/12/04~2021/12/10

楽曲名 アーティスト名

Ｇｒａｔｅｆｕｌ　Ｄａｙｓ
Ｄｒａｇｏｎ　Ａｓｈ　ｆｅａｔｕｒｉｎｇ　Ａｃ

ｏ，Ｚｅｅｂｒａ

ウイスキーが、お好きでしょ ゴスペラーズ

恋する夏の日 天地真理

燃えろいい女 ツイスト

野に咲く花のように ダ・カーポ

Ｊ．ＢＯＹ 浜田省吾

ラストダンスは私に 越路吹雪

さらば青春 小椋佳

兄弟船 鳥羽一郎

結婚するって本当ですか ダ・カーポ

１７才 森高千里

まちぶせ 石川ひとみ

Ｃａｎ　Ｙｏｕ　Ｋｅｅｐ　Ａ　Ｓｅｃｒｅｔ？ 宇多田ヒカル

お嫁においで 加山雄三

ハートのエースが出てこない キャンディーズ

Ｍｉｓｓｉｎｇ 久保田利伸

シクラメンのかほり 布施明

ガラスの林檎 松田聖子

フライングゲット ＡＫＢ４８

あなたの心に 中山千夏

柳ヶ瀬ブルース 美川憲一

「いちご白書」をもう一度 バンバン

バス・ストップ 平浩二

あの鐘を鳴らすのはあなた 和田アキ子

チャールストンにはまだ早い 田原俊彦

はがゆい唇 髙橋真梨子

函館の女 北島三郎

迷い道 渡辺真知子

ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ 大黒摩季

天使のウィンク 松田聖子

ジェームス・ディーンのように Ｊｏｈｎｎｙ

Ｂｌｕｅ　Ｖｅｌｖｅｔ 工藤静香

© 2021 XING Inc. All rights reserved.                                             ※都合により、記載内容が変更になる場合がございます。



JOYSOUND BGM

演歌名曲選

放送時間

2021/12/04~2021/12/10

楽曲名 アーティスト名

昭和えれじい ちあきなおみ

遠くはなれて子守唄 白川奈美

知りすぎたのね ロス・インディオス

挽歌 八代亜紀　デュエット＊高倉健

アリューシャン小唄 三沢あけみ

津軽海峡・冬景色 石川さゆり

愛のふれあい 沢ひろしと東京９９

恋挽歌 伍代夏子

北の旅人 石原裕次郎

東京流れもの 竹越ひろ子

不如帰 村上幸子

ソーラン渡り鳥 こまどり姉妹

お座敷小唄 松尾和子／和田弘とマヒナスターズ

雨の御堂筋 欧陽菲菲

島のブルース 三沢あけみ・和田弘とマヒナスターズ

三年目の浮気 ヒロシ＆キーボー

明日はお立ちか 三沢あけみ

釜山港へ帰れ 李成愛

あなたの灯 五木ひろし

中の島ブルース 内山田洋とクール・ファイブ

佐久の鯉太郎 橋幸夫

能登はいらんかいね 坂本冬美

釜山港へ帰れ チョー・ヨンピル（趙容弼）

りんどう峠 島倉千代子

北帰行 小林旭

おまえとおれ 杉良太郎

仁義 北島三郎

山の吊橋 春日八郎

飢餓海峡 石川さゆり

佐渡の恋唄 細川たかし

つぐない テレサ・テン

ふたりの朝 中村美律子
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JOYSOUND BGM

最新☆洋楽

放送時間

2021/12/04~2021/12/10

楽曲名 アーティスト名

エニホエア・アウェイ・フロム・ヒア ラグンボーン・マン＆Ｐ！ＮＫ

ダイナソーズ（Ｓ４Ｅ７） セイレム・イリース

バッデスト イマンベク＆シェール・ロイド

アイ・ライク・ダット Ｔーペイン＆ケラーニ

18 ジェレミー・ザッカー

ラヴ・ライン シフト・Ｋ３Ｙ＆ティナーシェ

リーヴ・ビフォア・ユー・ラヴ・ミー マシュメロ＆ジョナス・ブラザーズ

フールズ・ゴールド ソフィア・カーソン

ファンタジーズ ノヴァカブ

ユー・メイド・ア・フール・オブ・ミー アンソニー・ハミルトン

イーヴン・ホエン／ザ・ベスト・パート オリヴィア・ロドリゴ・アンド・ジョシュア・バセット

バッド・タトゥー ローラ・ヤング

ショウ・ミー マーク・ロンソン

ビー・クワイエット トーン・スティス・フィーチャリング・キアナ・レデ

ホリデイ・ヒルズ ラウド・ラグジュアリー

スティル・ブリージング アリゾナ・ザーヴァス

レット・イット・ゴー・フィーチャリング・ジャスティン・ビーバー＆

２１サヴェージ
ＤＪキャレド

アイル・ビー・ファイン レスリー・ロイ

ゲット・トゥゲザー デヴィッド・ゲッタ

イフ・ユー・ラヴ・ハー・フィーチャリング・メーガン・トレイナー フォレスト・ブラック

ソー・ダン ジョアン

アナザー・ライフ（フィーチャリング・フレッチャー＆ジョシュ・ゴールデン） サーフ・メサ

ザ・ユーズ・イン・トライング アレッシア・カーラ

アングルズ ワーレイ・フィーチャリング・クリス・ブラウン

ライズ カラム・スコット

ロンリー アークティック・レイク

インフェルノ サブ・アーバン＆ベラ・ポーチ

アングザイエティ（バーリンダズ・テーマ） ジョジョ

バップ マスクド・ウルフ

レイト・アット・ナイト ロディ・リッチ

プレッシャー アリ・レノックス

ホープレス・ロマンティックス ジェイムズ・ＴＷ

シェイド・オブ・イエロー グリフ

シーサイド ダイアン・ウォーレン、リタ・オラ、ソフィア・レイエス＆レイク

バッド・ニュース シャーロット・ＯＣ

ベイビー・ブルー ルーク・ヘミングス

メラトニン アップサール

ピープル・ウォッチング コナン・グレイ

ドーパミン パープル・ディスコ・マシン・フィーチャリング・アイラー
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JOYSOUND BGM

洋楽☆ヒットパレード

放送時間

2021/12/04~2021/12/10

楽曲名 アーティスト名

君の瞳に恋してる ボーイズ・タウン・ギャング

溢れる愛 ニコレット・ラーソン

消えゆく太陽 ビル・ウィザース

オー・シャンゼリゼ ダニエル・ヴィダル

アクロス・ザ・ユニバース ザ・ビートルズ

天国への階段 レッド・ツェッペリン

ゲット・イット・オン Ｔ．レックス

名前のない馬 アメリカ

ボーイズ・オブ・サマー ドン・ヘンリー

Ｙ．Ｍ．Ｃ．Ａ． ヴィレッジ・ピープル

シュガー・ベイビー・ラヴ ルベッツ

恋する二人 ザ・ビートルズ

エスケイプ ルパート・ホームズ

アイ・ワナ・ノウ ジョー

ホワッツ・マイ・エイジ・アゲイン？ ブリンク１８２

好き好きシャーツ ヘアカット・ワン・ハンドレッド

アイム・ノット・イン・ラヴ １０ｃｃ

愛はきらめきの中に（『サタデー・ナイト・フィーバー』より） ビー・ジーズ

ムーンライト・シャドウ マイク・オールドフィールド

愛は沈黙の中で～ホエン・ユー・セイ・ナッシング・アット・オール ローナン・キーティング

スケ８ター・ボーイ アヴリル・ラヴィーン

バッド・デイ～ついてない日の応援歌 ダニエル・パウター

マッドリー トリスタン・プリティマン

チープ・スリルズ シーア

追憶 バーブラ・ストライサンド

地獄へ道づれ クイーン

ハート悲しく マーティ・バリン

二人の絆 シンプリー・レッド

ホワイ・キャント・ディス・ビー・ラヴ ヴァン・ヘイレン

ダンシング・シスター ノーランズ

恋のかけひき ハミルトン、ジョー・フランク＆レイノルズ
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JOYSOUND BGM

R＆B

放送時間

2021/12/04~2021/12/10

楽曲名 アーティスト名

ナイル ビヨンセ＆ケンドリック・ラマー

シヴィル・ウォー ラス

ライト・イット・アップ マシュメロ、タイガ・アンド・クリス・ブラウン

ヴォート（アズ・フィーチャード・オン・ＡＢＣ’ｓ・ブラッキッシュ） ジェネイ・アイコ

ア・ミリオン・ダラーズ・ア・デイ アロー・ブラック

メッセージ・イン・アワ・ミュージック メアリー・Ｊ．ブライジ

エクスキュージズ オードリー・ミカ

ジューン・１ｓｔ アント・クレモンズ

ザット・ガール・ライト・ゼア アッシャー・フィーチャリング・リュダクリス

セーフ・パッセージ ローラ・マヴーラ

ルックス・ライク・セックス マイク・ポズナー

ユー・ノウ・アイム・ノー・グッド エイミー・ワインハウス

ストランデッド（ハイチ・モン・アムール） ジェイ・Ｚ、ボノ、ジ・エッジ、リアーナ

Ｂ．Ｓ．（フィーチャリング・Ｈ．Ｅ．Ｒ．） ジェネイ・アイコ

パラダイス・リミックス マイア・フィーチャリング・ショーン・ポール

ハートブレイク・アニヴァーサリー ギヴオン

ディップ・イット・ロウ クリスティーナ・ミリアン

パラダイス（フィーチャリング・ヤング・ブルー） Ｈ．Ｅ．Ｒ．

ホワット・トゥ・ドゥ ロティミ

ユー・ノウ・ホワット アヴァーント・フィーチャリング・リル・ウェイン

リラックス ケヴィン・コソム・フィーチャリング・スヌープ・ドッグ

ジャスト・ア・リトル・ビット クリスティーナ・ミリアン

プリティ コールトレイン・フィーチャリング・マヘリア

プライヴァシー クリス・ブラウン

ヘヴン ピンク・スウェッツ

Ｋ．Ｉ．Ｓ．Ｓ．～キープ・イット・セクシー＆シンプル～ マイア

ライク・ザット アン・マリー

リル・フリーク アッシャー・フィーチャリング・ニッキー・ミナージュ

モロッコ・フィーチャリング・ブラック アリーナ・バラス

カウント・オン・ミー ハヴィエアー・フィーチャリング・アンソニー・ハミルトン

８０／２０ クロイ×ハリー

エイプシット ザ・カーターズ

スクラッチズ レコグニション

フリーキー・アズ・ミー ジャクイーズ・フィーチャリング・ムラット

１６・＠・ウォー カリーナ・ペイジャン

ラヴ・ミー・ナウ ジョン・レジェンド

ソー・セクシー レイエス・フィーチャリング・プレインスキルズ

シュア・シング ミゲル
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JOYSOUND BGM

EDM

放送時間

2021/12/04~2021/12/10

楽曲名 アーティスト名

ヴァーチャル・フレンド アーミン・ヴァン・ブーレン・フィーチャリング・ソフィー

クロース・トゥ・ミー ベニー・ベナッシ・フィーチャリング・ゲイリー・ゴー

ワールド・ディザピアズ リッキー・リー

スターシップス ニッキー・ミナージュ

イエスタデイ（ｆｅａｔ．　ビービー・レクサ） デヴィッド・ゲッタ

フィール（Ｏｒｉｇｉｎａｌ　Ｓｉｎ　Ｒｅｍｉｘ） ヴィクトリア・ダフィールド

ドント・リーヴ・ミー・アローン デヴィッド・ゲッタ　ｆｅａｔ．　アン・マリー

トゥー・オリジナル（ｆｅａｔ．　エリファント＆ジョヴィ・ロックウェル） メジャー・レイザー

コーデック ゼッド

シー・メイクス・ミー・ワナ ＪＬＳ・フィーチャリング・デヴ

ダンス・ザ・ペイン・アウェイ ベニー・ベナッシ・フィーチャリング・ジョン・レジェンド

ポップ・ボトルズ スカイ・ブルー・フィーチャリング・マーク・ローサス

ドリンク リル・ジョン・フィーチャリング・ＬＭＦＡＯ

サンシャイン デヴィッド・ゲッタ＆アヴィーチー

テイク・ユー・ゼア（ｆｅａｔ．　カイザ）（Ｔｕｊａｍ

ｏ　Ｒｅｍｉｘ）
スクリレックス・アンド・ディプロ

ファースト・タイム（Ｒ３ＨＡＢ　Ｒｅｍｉｘ） カイゴ＆エリー・ゴールディング

オール・アイ・アスク・オブ・ユー スクリレックス・フィーチャリング・ペニー

アローン アラン・ウォーカー

フォール・ダウン　ｆｅａｔ．　マイリー・サイラス ウィル・アイ・アム

ウォーターフォール～一粒の涙は滝のごとく コールドプレイ

アトモスフィア カスケード

アイ・ライク（Ｂｏｄｙｂａｎｇｅｒｓ　Ｍｉｘ　Ｅｄｉｔ） クラース＆ボディー・バンガーズ

スケアード・トゥ・ビー・ロンリー（Ｂｒｏｏｋｓ　Ｒｅｍｉｘ） マーティン・ギャリックス

ホエン・ザ・サン・カムズ・アップ（Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｍｉｎｄ

Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｆｕｌｌ　Ｖｏｃａｌ　Ｍｉｘ）

ハイジ・アン・フィーチャリング・Ｔ－ペイン、リック・ロス、リル・

ウェイン＆グラシィズ・マローン

バルホ・フィーチャリング・ポンゴラヴ カレタス

シー・ウルフ デヴィッド・ゲッタ・フィーチャリング・シーア

キープ・イット・カミング（Ｂａｓｔｏ　Ｒｅｍｉｘ） スターキラーズ＆ナディア

ブレイキン・ア・スウェット スクリレックス＆ザ・ドアーズ
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JOYSOUND BGM

ジャズ・スタンダード

放送時間

2021/12/04~2021/12/10

楽曲名 アーティスト名

ザ・グッド・ライフ ジャック・ウィルソン

ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス ハンプトン・ホーズ

イット・ネバー・エンタード・マイ・マインド ボビー・トゥループ

エヴリシング・ディペンズ・オン・ユー アール・ハインズ

アイ・ジャスト・キャント・シー・フォー・ルッキング レッド・ガーランド

ワルツ・フォー・デビイ ビル・エヴァンス

枯葉 タル・ファーロウ

ラヴァー・マン ハワード・マギー

ワルツ・フォー・デビー ビル・エヴァンス

ムーングロウ オスカー・ピーターソン

ミ・コーザ ウエス・モンゴメリー

アイ・ノウ・ユー・オー・ソー・ウェル オスカー・ピーターソン

ジャスト・イン・タイム オスカー・ピーターソン・トリオ

イエスタデイズ リー・コニッツ＆マイルス・デイビス

エンジェル・アイズ ザ・モダン・ジャズ・クヮルテット

あなたは私のもの バーバラ・キャロル・トリオ

メディテイション ディック・モーガン

グラデュエイション・デイ ジョージ・ウォーリントン

フラン・ダンス マイルス・デイビス

ウィロー・ウィープ・フォー・ミー ミルト・ジャクソン

ワンス・ウィ・ワー・ヤング テッド・ブラウン

テンダリー タル・ファーロウ

ムーンライト・ビカムズ・ユー タル・ファーロウ

ブルース・フォー・ダリル テディ・ウィルソン・アンド・ヒズ・ピアノ

エミリー アル・コーン＆ズート・シムズ

ソー・イン・ラブ ハンプトン・ホーズ

フールズ・ラッシュ・イン ズート・シムズ

ウォーム・ヴァレー デューク・エリントン・トリオ

ホワッツ・ニュー スタン・ゲッツ・カルテット

ボディ・アンド・ソウル アル・ヘイグ・トリオ

アローン・トゥゲザー アート・ファーマー

あの娘に慣れた ポール・デスモンドとジム・ホール
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