
JOYSOUND BGM

最新J-POP

放送時間

2022/05/21-2022/05/27

楽曲名 アーティスト名

Ｉ　ｗｏｕｌｄ　ｐｒｅｆｅｒ　ｎｏｔ　ｔｏ ｓｉｔｕａｓｉｏｎ

これから クマリデパート

浪漫事変 ぜんぶ君のせいだ。

１８ＢＬＵＥ ＣＲＡＺＹ　ＶＯＤＫＡ　ＴＯＮＩＣ

ズレてるマスクガール みんなアイドルプロジェクト

悪者 くじら

タイミング～Ｔｉｍｉｎｇ～ Ｋｌａｎｇ　Ｒｕｌｅｒ

Ｄｏｔｃｈｉ 遥海

狙うは君のど真ん中 ＳＨＩＳＨＡＭＯ

ジェットコースター ＫＡＬＭＡ

青、その他 原因は自分にある。

壊れたＪｕｋｅｂｏｘ ＭＡＳＨ

運命、というかＵＦＯに（ドゥイ、ドゥイ） 小沢健二

Ｆａｍｉｌｉａ Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ

海岸線再訪 スカート

Ｍｏｒｅ　Ｆａｎｔａｓｔｉｃ Ｂ．Ｏ．Ｌ．Ｔ

ランプ 谷口貴洋

残響散歌 Ａｉｍｅｒ（エメ）

Ｒｅｎｅｗ ｍｏｌ－７４

Ａｃｔｕａｌｌｙ．．． 乃木坂４６

ＨＥＲＥ　ＡＬＬ　ＡＬＯＮＧ ＢＡＬＺＡＣ

春疾風 ｍｕｂｉ

ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ ＲＡＺＯＲ

アイノウタ Ｌｅｉｎａ

ＫＡＭＩＫＡＺＥ Ｒｏｙｚ

証 ＺＩＧＧＹ

Ｒｏｃｋ　Ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ ［Ａｌｅｘａｎｄｒｏｓ］

ココロに花 関ジャニ∞

大脱走 ＫＥＹＴＡＬＫ

レア ＣＹＮＨＮ

こんなやつに振られるとか みきなつみ

Ｏｎ　Ｙｏｕｒ　Ｍａｒｋ Ａｗｅｓｏｍｅ　Ｃｉｔｙ　Ｃｌｕｂ

© 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

2022/05/21-2022/05/27

楽曲名 アーティスト名

もらい泣き 一青窈

新宿そだち 大木英夫＆津山洋子

デイ・ドリーム・ビリーバー ザ・タイマーズ

恋の奴隷 奥村チヨ

夏のポラロイド 崎谷健次郎

なみだ恋 八代亜紀

愛は傷つきやすく ヒデとロザンナ

京都慕情 渚ゆう子

サクセス ダウン・タウン・ブギウギ・バンド

白いサンゴ礁 ズー・ニー・ヴー

愛人 テレサ・テン

ＮＩＮＪＩＮ娘 田原俊彦

Ｒｏｍａｎｔｉｃが止まらない Ｃ－Ｃ－Ｂ

粉雪 レミオロメン

チャールストンにはまだ早い 田原俊彦

空に近い週末 今井美樹

１７才 森高千里

ハッとして！Ｇｏｏｄ 田原俊彦

あ～よかった 花＊花

人恋しくて 南沙織

ドール 太田裕美

九月の雨 太田裕美

花の首飾り ザ・タイガース

ラストダンスは私に 越路吹雪

ズルい女 シャ乱Ｑ

Ｊ．ＢＯＹ 浜田省吾

今日の日はさようなら 森山良子

函館の女 北島三郎

アン・ドゥ・トロワ キャンディーズ

違う、そうじゃない 鈴木雅之

ウイスキーが、お好きでしょ ゴスペラーズ

お嫁においで 加山雄三

© 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

2022/05/21-2022/05/27

楽曲名 アーティスト名

熱海の夜 箱崎晋一郎

雨の御堂筋 欧陽菲菲

恋しているんだもん 島倉千代子

おまえとおれ 杉良太郎

釜山港へ帰れ チョー・ヨンピル（趙容弼）

浮世絵の街 内田あかり

雨降る街角 春日八郎

木曽路の女 原田悠里

役者 ちあきなおみ

夜がわるい 松尾和子

三年目の浮気 ヒロシ＆キーボー

柔 美空ひばり

べにばな 五木ひろし

俺は待ってるぜ 石原裕次郎

お座敷小唄 松尾和子／和田弘とマヒナスターズ

仁義 北島三郎

遠くはなれて子守唄 白川奈美

腕に虹だけ 小林旭

男の背中 増位山太志郎

釧路湿原 水森かおり

津軽海峡・冬景色 石川さゆり

さらば友よ 森進一

北挽歌 新沼謙治

真っ赤な太陽 美空ひばり

ほんきかしら 島倉千代子

紅い雪 長山洋子

アキラのソーラン節 小林旭

ひとり酒 伍代夏子

愛のふれあい 沢ひろしと東京９９

雪椿 小林幸子

浜昼顔 五木ひろし

子連れ狼 橋幸夫／若草児童合唱団

© 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

2022/05/21-2022/05/27

楽曲名 アーティスト名

2011 ファイヴ・セカンズ・オブ・サマー

ジ・オールダー・ユー・ゲット、ザ・レス・ユー・クライ レイニー

ナム・リトル・バグ エム・ベイホルド

ＭＦ ベイリー・ブライアン・フィーチャリング・２４ｋゴールデン

アイランド・オブ・ザ・サン ウィノナ・オーク

オンリー・ヒューマン ライアン・マック

ラヴ・ランズ・アウト　ｆｅａｔ．　Ｇイージー＆サッシャ・アレックス・スローン マーティン・ギャリックス

マラソン カワラ

ネヴァー・リーヴ ＷＳＴＲＮ＆リラ・アイク

コンプリート・メス ファイヴ・セカンズ・オブ・サマー

ライト・イントゥ・ユー クラップトーン、ライク・マイク、マンションエアー

オールレディ・ドゥ ジョシュ・グレイ

グッド・ワンズ チャーリーＸＣＸ

アイ・ギヴ・エヴリシング ライランド・ジェームス

オール・ダム・デイ！ アント・サンダース

アイ・ドント・ワナ・トーク（アイ・ジャスト・ワナ・ダンス） グラス・アニマルズ

ホープレス・ロマンティックス ジェイムズ・ＴＷ

ギヴ・ユー・ラヴ デクラン・Ｊ・ドナヴァン

シャンプー ジャック・オムステッド

メモリー チート・コーズ＆スペース・プライメイツ＆ガシ

ユー・キャント・ステイ・マッド・アット・ミー ラエル

ナインティーン ディラン

チェンジ・ユア・マインド ポピー・アジュダ

ダンス・マジック フォクシーズ

スロウ・イット・バック・ダウン アニー・Ｊ

ユースト・トゥ・ノウ・ミー チャーリーＸＣＸ

レイト・アット・ナイト ロディ・リッチ

ブレイヴ エラ・ヘンダーソン

シャンパン・プロブレム ヘイリー・メイ・キャンベル

シティ・オブ・ゴッズ フィヴィオ・フォーリン、カニエ・ウェスト＆アリシア・キーズ

ア・ロット ジョン・Ｋ

ザ・ラッシュ カザリ

チェンジド ＪＬＳ

ジャスト・ファイン キティ・キャッシュ・フィーチャリング・キアナ・レデ

スロウ・ソング ザ・ノックス＆ドラゴネット

クラッシュ ナルデックス

ホール・イン・マイ・ハート ルイス・ザ・チャイルド＆リヴィングストン

マンデイ・カインド・オブ・チューズデイ ミスタジャム×ＰＳ１

ホエン・ユアー・ゴーン ショーン・メンデス

© 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

2022/05/21-2022/05/27

楽曲名 アーティスト名

ロザーナ ＴＯＴＯ

ブラック・マジック・ウーマン／ジプシー・クイーン サンタナ

３４＋３５ アリアナ・グランデ

ユー・スピン・ミー・ラウンド デッド・オア・アライヴ

可愛いあの娘 ニール・セダカ

迷信 スティーヴィー・ワンダー

Ｇｏｏｄ　Ｔｉｍｅｓ シック

マイ・ハンプス ブラック・アイド・ピーズ

グッド・シングス ダン＋シェイ

男が女を愛する時（『男が女を愛する時』より） パーシー・スレッジ

ジャングル・ブギ クール＆ザ・ギャング

パーティ・ナウ レイ・パーカー・Ｊｒ．＆レイディオ

ドント・ギヴ・アップ・オン・アス デヴィッド・ソウル

ハート・イン・ニューヨーク アート・ガーファンクル

太陽を背にうけて ジョン・デンバー

恋の乾草 ファウンデイションズ

メロディ・フェア ビー・ジーズ

ウィ・ウィル・ロック・ユー クイーン

ウィ・ビー・バーニン ショーン・ポール

恋のブラス・イン・ポケット ザ・プリテンダーズ

ディスタンス ベット・ミドラー

哀しみの終わるとき ミッシェル・ポルナレフ

ラヴ・トレイン オージェイズ

涙のフィーリング ＲＥＯスピードワゴン

君の友だち キャロル・キング

グリーン・アイド・レディー シュガーローフ

胸につのる想い ロッド・スチュワート

セ・ラ・ヴィ エミルー・ハリス

追憶 バーブラ・ストライサンド

シーズ・イン・ラヴ・ウィズ・ザ・ボーイ トリーシャ・イヤウッド

アイ・ドント・ワナ・ノウ マリオ・ワイナンズ・フィーチャリング・エンヤ＆Ｐ．ディディ

© 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

2022/05/21-2022/05/27

楽曲名 アーティスト名

ロードサイド マヘリア・フィーチャリング・ＡＪ・トレイシー

セラピー インディア．アリー・フィーチャリング・グランプス・モーガン

ガーデン（セイ・イット・ライク・ダット） シザ

プレッシャー ジェームス・ヴィッカリー、ＳＧルイス

シンプル・マン ロン・ブロウズ・フィーチャリング・ケリー・ヒルソン＆ジュエルズ・サンタナ

ハートブレイク・アンセム カイド・ザ・バンド×ナッシュ

ソー・ハイ ジャギド・エッジ

セヴンティーン ノー・ローム

ホワット・トゥ・ドゥ ロティミ

アイム・ン・ラヴ（ウィット・ア・ダンサー） Ｔ－ペイン・フィーチャリング・マイク・ジョーンズ

フー・ユー・アー クレイグ・デイヴィッド＆ＭＮＥＫ

フィールズ・ライト ヴァンジェス

アップ・ン・ダウン オーディオ・プッシュ

プリティ コールトレイン・フィーチャリング・マヘリア

ウィ・ビロング・トゥゲザー マライア・キャリー

ナイル ビヨンセ＆ケンドリック・ラマー

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

モア・ラヴ クイーン・ナイジャ・フィーチャリング・モッド・ダ・ゴッド

ライド・オア・ダイ ジェニファー・ロペス

トラップト・イン・ザ・クローゼット Ｒ．ケリー

ア・ダズン・ロージズ（ユー・リマインド・ミー） モニカ

トリック・ミー ケリス

８０／２０ クロイ×ハリー

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

スパイシー・フィーチャリング・ポスト・マローン タイ・ダラー・サイン

ダイヴ アッシャー

ア・ミリオン・ダラーズ・ア・デイ アロー・ブラック

オールライト クリッシー・フィーチャリング・Ｊ－ブーグ・フロム・Ｂ２Ｋ

キャンドルライト ジャヴァイア・ワード

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

プリンセス ピア・ミア

ネナ メリイ

ブルシット ヤング・ログ＆サマー・ウォーカー

ラヴ・イット セラヤ

スピリット ビヨンセ

パーフェクト・ウェイ・トゥ・ダイ アリシア・キーズ

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

セイ・サムシン マライア・キャリー・フィーチャリング・スヌープ・ドッグ

© 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

2022/05/21-2022/05/27

楽曲名 アーティスト名

イン・トゥー・ディープ オプティヴ＋ＣＺＡ

ザ・フューチャー デヴィッド・ゲッタ＆アフロジャック

アイ・クッド・ビー・ザ・ワン アヴィーチー・ｖｓ・ニッキー・ロメロ

セイ・マイ・ネーム ポーター・ロビンソン

ゲッタウェイ・フィーチャリング・エンジェル・テイラー トリトナル

バーン・イット・ダウン（Ｔｏｍ　Ｓｗｏｏｎ　Ｒｅｍｉｘ） リンキン・パーク

ディス・イズ・ラヴ ウィル・アイ・アム・フィーチャリング・エヴァ・シモンズ

ラヴ・イズ・ゴナ・セイヴ・アス ベニー・ベナッシ

イヤーズ　ｆｅａｔ．　マシュー・コーマ アレッソ

ユース・デム（ターン・アップ）　ｆｅａｔ．　スヌープ・ライオン スティーヴ・アオキ

ユア・ラヴ・ゲッツ・ミー・ハイ・フィーチャリング・マンディ・ヴェントリース アレックス・ガウディーノ

パーティー・ロック・アンセム ＬＭＦＡＯ・フィーチャリング・ローレン・ベネット・アンド・グーンロック

ファイア・イン・マイ・ソウル オリヴァー・ヘルデンズ・フィーチャリング・シュングゾー

クール　ｆｅａｔ．　ロイ・イングリッシュ アレッソ

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

ドント・ギヴ・アップ モーガン・ペイジ・フィーチャリング・リッシー

ミート・ミー・イン・パリ ＤＪ・アントワーヌ・Ｖｓ．マッド・マーク

ダンシン・トゥ・ザ・サウンド・オブ・ア・ブロークン・ハート ギャランティス

思い出のアイ・クライ フロー・ライダー

スケアリー・モンスターズ・アンド・ナイス・スプライツ スクリレックス

クレイジー・セクシー・ワイルド インナ

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

ビーツ・ノッキン（ｆｅａｔ．　フライ・ボーイ・ケノ） スクリレックス・アンド・ディプロ

バルホ・フィーチャリング・ポンゴラヴ カレタス

ドリーミング（Ｔｈｅ　Ｃｈａｉｎｓｍｏｋｅｒｓ　Ｒ

ｅｍｉｘ）
スモールプールズ

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

フリーダム アフロジャック＆Ｄ－ウェイン・フィーチャリング・ジャック・マクマナス

アイ・ドント・ワナ・ダンス・フィーチャリング・タブー（Ｓｉｍ

ｏｎ　Ｄｅ　Ｊａｎｏ　Ｒｅｍｉｘ）
アレックス・ガウディーノ

© 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

2022/05/21-2022/05/27

楽曲名 アーティスト名

ジーズ・フーリッシュ・シングス リー・コニッツ

ホエン・ザ・サン・カムズ・アウト スタン・ゲッツ

インヴィテイション ジョアン・グラウアー

ムーングロウ オスカー・ピーターソン

イフ・アイ・ハド・ユー ソニー・スティット・クァルテット

アイ・ソート・アバウト・ユー ケニー・バレル

マイ・オールド・フレイム ジェリー・マリガン・カルテット

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

ワルツ・フォー・デビー ビル・エヴァンス

ボディ・アンド・ソウル バド・シャンク

エヴリシング・ディペンズ・オン・ユー アール・ハインズ

ラヴァー・マン ハワード・マギー

マイ・ファニー・ヴァレンタイン ミルト・ジャクソン

ユー・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド オスカー・ピーターソン

アイ・シュッド・ケア ジ・アル・コーン・クインテット・フィーチャリング・ボブ・ブルックマイヤー

ホワット・カインド・オブ・フール・アム・アイ？ ビル・エヴァンス／エディ・ゴメス

星へのきざはし スタン・ゲッツ・ウィズ・アル・ヘイグ

マイ・オールド・フレーム ピート・ジョリー・トリオ

アローン・トゥゲザー ケニー・ドーハム

ブルース・フォー・ベイシー オスカー・ピーターソン

ラウンド・アバウト・ミッドナイト アル・ヘイグ・トリオ

キャント・ヘルプ・ラヴィン・ダット・マン ポール・スミス

アイ・ウォント・トゥ・トーク・アバウト・ユー ジョン・コルトレーン

ソフィスティケイテッド・レディ オスカー・ピーターソン

言い出しかねて テディ・ウイルソン

ワルツ・フォー・デビイ ビル・エヴァンス

アイ・サレンダー・ディア ケニー・バレル

エヴリシング・アイ・ラヴ ビル・エヴァンス

ヴァーモントの月 ジョニー・スミス

セレナーデ・イン・ブルー オスカー・ピーターソン

ソフィスティケイテッド・レディ バディ・デフランコ

ノー・モア ケニー・バレル

© 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。


