
JOYSOUND BGM

最新J-POP

放送時間

2022/01/22-2022/01/28

楽曲名 アーティスト名

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

ＳＫＹ　ＨＩＧＨ 高城れに

ムーンレイカー Ｓａｎｏ　ｉｂｕｋｉ

東京今夜 フレンズ

あんよがじょうずピコピコピ 磯貝サイモン

ＮＯＳＴＡＬＧＩＣ ＨＹＤＥ

ｋｏｒｅｋａｒａ 岩田剛典

こむぎ 遊助

アルデバラン ＡＩ

Ｖｏｙａｇｅ！ 高城れに

Ｂｕｂｂｌｅ　Ｕｐ！ Ｒｏｃｋｅｔ　Ｐｕｎｃｈ

Ｂｏｒｎ　Ｔｏ　Ｂｅ　Ｌｏｕｄ ＳＰＹＡＩＲ

ランプ 谷口貴洋

大脱走 ＫＥＹＴＡＬＫ

宝石　ｆｅａｔ．　幾田りら 伶

プレイボタン 空白ごっこ

Ｇｏ－Ｇｏ　Ｂ－Ｔ　ＴＲＡＩＮ ＢＵＣＫ－ＴＩＣＫ

希望の唄 ＫＡＬＭＡ

ＤＲＡＧＯＮ　ＦＩＲＥＷＯＲＫ ＺＩＰＡＮＧ　ＯＰＥＲＡ

ヒカレイノチ Ｋｉｔｒｉ

ＲＯＯＴＳ 祭ｎｉｎｅ．

Ｔｉｎｙ　Ｓｏｌｄｉｅｒ ＧＬＡＹ

免許とりたい バックドロップシンデレラ

ＳＨＩＮＯＢＩ－ＮＡＩ 花澤香菜

Ｏｎｅ　Ｍｏｒｅ　Ｄａｙ　ｆｅａｔ．　ＲＥＩＫＯ ＳＫＹ－ＨＩ

やっぱり会いたいよ スターダスト☆レビュー

アルケミラ リーガルリリー

Ｎｅｗｔｏｎ ｅｔ－アンド－

© 2022 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

2022/01/22-2022/01/28

楽曲名 アーティスト名

冬の稲妻 アリス

二人のアカボシ キンモクセイ

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

Ｊ．ＢＯＹ 浜田省吾

空に星があるように 荒木一郎

ラストダンスは私に 越路吹雪

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

お嫁においで 加山雄三

フライングゲット ＡＫＢ４８

あなたの心に 中山千夏

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

函館の女 北島三郎

ジェームス・ディーンのように Ｊｏｈｎｎｙ

ＴＯＭＯＲＲＯＷ 岡本真夜

ＬＯＶＥ　ＡＦＦＡＩＲ～秘密のデート サザンオールスターズ

ＣＨＡＮＣＥ！ 白井貴子

風を感じて 浜田省吾

花の首飾り ザ・タイガース

今日の日はさようなら 森山良子

三都物語 谷村新司

琥珀色の日々 菅原進

Ｄｏｎ’ｔ　ｗａｎｎａ　ｃｒｙ 安室奈美恵

そして僕は途方に暮れる 大沢誉志幸

太陽は泣いている いしだあゆみ

いいわけ シャ乱Ｑ

Ｈｅｌｌｏ，Ａｇａｉｎ～昔からある場所～ ＭＹ　ＬＩＴＴＬＥ　ＬＯＶＥＲ

センチメンタル 岩崎宏美

© 2022 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

2022/01/22-2022/01/28

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

恋しているんだもん 島倉千代子

北の旅人 石原裕次郎

真っ赤な太陽 美空ひばり

不如帰 村上幸子

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

三年目の浮気 ヒロシ＆キーボー

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

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

山の吊橋 春日八郎

飢餓海峡 石川さゆり

津軽平野 吉幾三

俺はお前に弱いんだ 石原裕次郎

鮨屋で・・・ あさみちゆき

港町　涙町　別れ町 石原裕次郎

釧路の夜 美川憲一

木曽路の女 原田悠里

浜昼顔 五木ひろし

雪挽歌 松原のぶえ

釧路湿原 水森かおり

© 2022 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

最新☆洋楽

放送時間

2022/01/22-2022/01/28

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

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

クラウド・ゴー・クレイジー ジョン・レジェンド

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

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

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

アングルズ・フィーチャリング・クリス・ブラウン ワーレイ

２７・クラブ デニス・ロイド

ライズ カラム・スコット

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

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

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

ソーラー・パワー ロード

ティックトック ブルーフェイス

イフ・イッツ・ラヴ スティング

シングル＆ハッピー キャッシュ・ドール・フィーチャリング・ワーレイ＆エリック・ベリンジャー

デヴィル・オン・マイ・ショルダー チェルシー・カトラー

フォーリン・シングズ アンバー・マーク

フォーエヴァー・ネヴァー ＰｎＢ・ロック・フィーチャリング・スウェイ・リー＆ピンク・スウェッツ

グッド・ワンズ チャーリーＸＣＸ

ファミリー　ｆｅａｔ．　ビービー・レクサ、タイ・ダラー・サイ

ン、エイ・ブギー・ウィット・ダ・フーディ
デヴィッド・ゲッタ

サムバディ グレイス・デイヴィーズ

ビリー・グッバイ フランツ・フェルディナンド

パラダイス ジェイムス・ヴィンセント・マクモロー

プレイリスト ジェイムズ・ＴＷ

エイント・ガット・ノー・フレンズ コナー・メイナード

スウィート・ドリーム アレッシア・カーラ

アンソニー・キーディス レミ・ウルフ

オン・マイ・ウェイ ナタリー・インブルーリア

スキニー・ディッピング サブリナ・カーペンター

エヴリホエア（ＢＢＣ・チルドレン・イン・ニード） ナイル・ホーラン＆アン・マリー

グッド・シングス ダン＋シェイ

コール・オン・ミー レイ

サンシャイン ワンリパブリック

© 2022 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

洋楽☆ヒットパレード

放送時間

2022/01/22-2022/01/28

楽曲名 アーティスト名

スタン エミネム

消えゆく太陽 ビル・ウィザース

天国への階段 レッド・ツェッペリン

イフ・イット・メイクス・ユー・ハッピー シェリル・クロウ

恋する二人 ザ・ビートルズ

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

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

スケ８ター・ボーイ アヴリル・ラヴィーン

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

スピリット・イン・ザ・スカイ ノーマン・グリーンバウム

メロディ・フェア ビー・ジーズ

迷信 スティーヴィー・ワンダー

シーズ・イン・ラヴ・ウィズ・ザ・ボーイ トリーシャ・イヤウッド

マイ・ハンプス ブラック・アイド・ピーズ

霧の中の二人 マッシュマッカーン

ドゥー・ワップ ローリン・ヒル

ポーカー・フェイス レディー・ガガ

マイ・ガール テンプテーションズ

オール・フォー・ラヴ ブライアン・アダムス／ロッド・スチュワート／スティング

ビコーズ・ユー・リヴ ジェシー・マッカートニー

悲しみのアンジー ザ・ローリング・ストーンズ

© 2022 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

R＆B

放送時間

2022/01/22-2022/01/28

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

パープル・エモジ タイ・ダラー・サイン・フィーチャリング・Ｊ．コール

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

Ｂ．Ｓ．（フィーチャリング・Ｈ．Ｅ．Ｒ．） ジェネイ・アイコ

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

プリティ コールトレイン・フィーチャリング・マヘリア

モロッコ・フィーチャリング・ブラック アリーナ・バラス

８０／２０ クロイ×ハリー

エイプシット ザ・カーターズ

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

ラヴ・ミー・ナウ ジョン・レジェンド

シュア・シング ミゲル

クイッキー ミゲル

ガーデン（セイ・イット・ライク・ダット） シザ

ダイヴ・イン トレイ・ソングス

ヤミー（Ｒｅｍｉｘ） ジャスティン・ビーバー・フィーチャリング・サマー・ウォーカー

ダンシン・フォー・ミー Ｊ．ルイス・フィーチャリング・フロー・ライダー

キャント・ビー・フレンズ トレイ・ソングス

ブルシット ヤング・ログ＆サマー・ウォーカー

グリーン・ライト ジョン・レジェンド・フィーチャリング・アンドレ・３０００

アイ・ドント・ノウ・ホワイ（アイ・ラヴ・ユー） ザ・ブラン・ニュー・ヘヴィーズ

リアル ナキア・ゴールド

キス・キス クリス・ブラウン・フィーチャリング・Ｔ－ペイン

サムシング・オン・マイ・マインド アヴァーニ

ホワイ・Ｒ・Ｕ エイメリー

ワンダー・ウーマン トレイ・ソングス

ウィズアウト・ユー フランキー・Ｊ

ノー・ブルシット クリス・ブラウン・フィーチャリング・ケヴィン・マッコール

© 2022 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

EDM

放送時間

2022/01/22-2022/01/28

楽曲名 アーティスト名

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

ウィズ・アウト・ユー　ｆｅａｔ．　アッシャー デヴィッド・ゲッタ

アイ・キャン・フィール フェデ・ル・グランド・アンド・コブラ・エフェクト

ビューティフル・ライフ～夜の滴り アーミン・ヴァン・ブーレン

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

シー・メイクス・ミー・ワナ ＪＬＳ・フィーチャリング・デヴ

ドリンク リル・ジョン・フィーチャリング・ＬＭＦＡＯ

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

バルホ・フィーチャリング・ポンゴラヴ カレタス

ブレイキン・ア・スウェット スクリレックス＆ザ・ドアーズ

サン・イズ・シャイニング アクスウェル∧イングロッソ

キョウト スクリレックス・フィーチャリング・シラー

プロミス・フィーチャリング・ジェイ・ショーン アレックス・ガウディーノ

オリオン フィード・ミー

ウォーター ギャランティス

フェイデッド（Ｔｉｅｓｔｏ’ｓ　Ｎｏｒｔｈｅｒｎ　Ｌｉｇ

ｈｔｓ　Ｒｅｍｉｘ）
アラン・ウォーカー

イズ・ディス・ラブ・フィーチャリング・ジョーダン・スパークス

（Ｂｅｎｎｙ　Ｂｅｎａｓｓｉ　Ｒｅｍｉｘ）
アレックス・ガウディーノ

ブラジル アレックス・ガウディーノ＆ボッタイ

ビューティフル・ピープル クリス・ブラウン・フィーチャリング・ベニー・ベナッシ

ピロー・ファイト ギャランティス

リヴ・マイ・ライフ（Ｓｉｃｋ　Ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ

Ｒｅｍｉｘ）

ファーイースト・ムーヴメント・フィーチャリング・ジャスティン・

ビーバー

カム・クローサー（Ｏｒｉｇｉｎａｌ　Ｍｉｘ） カイロ・キングダム

ハリケーン オフェンバック＆エラ・ヘンダーソン

イグナイト ゼッド

© 2022 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

ジャズ・スタンダード

放送時間

2022/01/22-2022/01/28

楽曲名 アーティスト名

ミスティ エロール・ガーナー

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

ワルツ・フォー・デビイ ビル・エヴァンス

ノー・モア ケニー・バレル

ラヴァー・マン ハワード・マギー

バット・ビューティフル ジョー・パス

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

イージー・リヴィング ソニー・スティット・クァルテット

マイ・サイレント・ラヴ ズート・シムズ・クァルテッツ

メディテイション ディック・モーガン

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

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

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

マイ・オールド・フレイム スタン・ゲッツ・カルテット

ドリーム・オブ・ユー オスカー・ピーターソン

ベスよ、お前は俺のもの テディ・ウイルソン

ストリート・オブ・ドリームス バディ・デフランコ

ユー・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド ズート・シムズ

ロレイン ジャッキー・マクリーン

コートにすみれを サル・サルヴァドール

星影のステラ ボビー・トゥループ

© 2022 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。


