
JOYSOUND BGM

最新J-POP

放送時間

2022/08/13-2022/08/19

楽曲名 アーティスト名

Ｈｅｌｌｏ　Ｈｅｌｌｏ 風男塾

ドキ＋ワク＝パレード！ でんぱ組．ｉｎｃ

Ｗｈａｔ’ｓ　Ｙｏｕｒ　Ｆａｖｏｒｉｔｅ？ ＯＮＥ　Ｎ’　ＯＮＬＹ

Ｓｐａｒｋｌｅ ｍｉｗａ

微笑ノ国 ＦＥＳ☆ＴＩＶＥ

僕には 中島美嘉

１８ＢＬＵＥ ＣＲＡＺＹ　ＶＯＤＫＡ　ＴＯＮＩＣ

ゴーストタウン Ｒｈｙｔｈｍｉｃ　Ｔｏｙ　Ｗｏｒｌｄ

Ｂｅｔｒａｙａｌ　Ｇａｍｅ ＢＥ：ＦＩＲＳＴ

ＱＵＩＬＴ　ｗｉｔｈ　Ｒｙｏｈｕ　ａｎｄ　Ｆｒｉｅｎｄｓ Ｒｅｉ

Ｐｕｒｐｌｅ　Ｍｏｏｎ ＳＵＰＥＲ★ＤＲＡＧＯＮ

こんなやつに振られるとか みきなつみ

白 山内総一郎

Ｌｅｔ　ｉｔ　ｇｏ ＦＯＵＲ　ＧＥＴ　ＭＥ　Ａ　ＮＯＴＳ

恋をした Ｍｏｔｏｋｉ

溜め息 変態紳士クラブ

アイヲ ＵＡ

ココロに花 関ジャニ∞

運命、というかＵＦＯに（ドゥイ、ドゥイ） 小沢健二

ごめんね ＢｉＳＨ

ｗｉｔｈ　ｙｏｕｒ　ｈａｐｐｉｎｅｓｓ ｍｏｒｅぷり

ｌｕｌｌａｂｙ 由薫

Ｙｏｕ　Ｔｏ　Ｙｏｕ（ｆｅａｔ．　ＲＯＴＨ　ＢＡ

ＲＴ　ＢＡＲＯＮ）
ＡＳＩＡＮ　ＫＵＮＧ－ＦＵ　ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ

アフロダイナマイト ＢＡＮＺＡＩ　ＪＡＰＡＮ

ＢＬＵＥ　ＤＡＩＳＹ ＩＶＶＹ

ｉｆ ｗｙｓｅ

Ｂｙｅ－Ｇｏｏｄ－Ｂｙｅ ＢＥ：ＦＩＲＳＴ

双葉 あいみょん

ユートピア ＴＨＥ　ＢＡＣＫ　ＨＯＲＮ

恋標 Ｐｅｎｔｈｏｕｓｅ

証 ＺＩＧＧＹ

ＹＯＵＲ　ＮＥＷ　ＦＡＶＯＲＩＴＥ　ＢＡＮＤ ナードマグネット

© 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

2022/08/13-2022/08/19

楽曲名 アーティスト名

恋のバカンス ザ・ピーナッツ

青いリンゴ 野口五郎

あ～よかった（ｓｅｔａｇａｙａ　ｍｉｘ） 花＊花

ＮＩＮＪＩＮ娘 田原俊彦

アン・ドゥ・トロワ キャンディーズ

愛人 テレサ・テン

じれったい愛 Ｔ－ＢＯＬＡＮ

ハリウッド・スキャンダル 郷ひろみ

さくらんぼ 大塚　愛

羞恥心 羞恥心

今日でお別れ 菅原洋一

恋人 森山良子

翼あるもの 甲斐バンド

なみだ恋 八代亜紀

アポロ ポルノグラフィティ

ＣＡＴ’Ｓ　ＥＹＥ 杏里

風が吹いている いきものがかり

粉雪 レミオロメン

お嫁においで 加山雄三

さらば青春 小椋佳

ＬＡ－ＬＡ－ＬＡ 研ナオコ

夜明けのマイウェイ パル

もらい泣き 一青窈

ハッとして！Ｇｏｏｄ 田原俊彦

１７才 森高千里

揺れる想い ＺＡＲＤ

新宿そだち 大木英夫＆津山洋子

ウイスキーが、お好きでしょ ゴスペラーズ

人間なんて 吉田拓郎

ムーンライト・サーファー 石川セリ

案山子 さだまさし

星のフラメンコ 西郷輝彦

© 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

2022/08/13-2022/08/19

楽曲名 アーティスト名

東京の灯よいつまでも 新川二朗

大阪すずめ 永井みゆき

ガキの頃のように 堀内孝雄

親子舟唄 田端義夫

みれん町 美川憲一

木曽路の女 原田悠里

路傍の花 大川栄策

ついて来るかい 小林旭

骨まで愛して 城卓矢

ひとり酒 伍代夏子

音無川 綾世一美

三年目の浮気 ヒロシ＆キーボー

ほんきかしら 島倉千代子

北挽歌 新沼謙治

東京流れもの 竹越ひろ子

雨の御堂筋 欧陽菲菲

大勝負 水前寺清子

雨の東京 真木ひでと

お座敷小唄 松尾和子／和田弘とマヒナスターズ

腕に虹だけ 小林旭

あんた 千昌夫

釧路湿原 水森かおり

江差・追分・風の街 大川栄策

俺は待ってるぜ 石原裕次郎

浜昼顔 五木ひろし

さらば友よ 森進一

釜山港へ帰れ チョー・ヨンピル（趙容弼）

仁義 北島三郎

おまえとおれ 杉良太郎

桃中軒雲右エ門 三波春夫

アキラのソーラン節 小林旭

いつもの小道で 田辺靖雄、梓みちよ

© 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

2022/08/13-2022/08/19

楽曲名 アーティスト名

ジャスト・フレンズ ホワイ・ドント・ウィー

ドッペルゲンガー ジョシュア・バセット

ムーヴ ＤＮＣＥ

リボン・アラウンド・ザ・ボム ブロッサムズ

フリーク・ライク・ザット オースティン・ジョージ

レイト・アット・ナイト ロディ・リッチ

ユー・キャント・ステイ・マッド・アット・ミー ラエル

エンド・オブ・ナイト ティアーズ・フォー・フィアーズ

クラッシュ アレクサンダー２３

ボーンズ イマジン・ドラゴンズ

シャンプー ジャック・オムステッド

レコニング アルケルズ

モスト・ピープル Ｒ３ＨＡＢ×ルーカス・グラハム

アグリー エラ・ヘンダーソン

26 ラウヴ

スーパーモデル マネスキン

オネスト　ｆｅａｔ．　ドン・トリバー ジャスティン・ビーバー

セヴン・ブリッジ・ロード ジェイク・バグ

ラヴズ・トレイン ブルーノ・マーズ、アンダーソン・パーク＆シルク・ソニック

クロニクルズ（フィーチャリング・Ｈ．Ｅ．Ｒ．＆リル・ダーク） コーデー

キャント・エニモア シェンシーア

ベイビー アイッチ＆アシャンティ

１０・シングズ・アイ・ヘイト・アバウト・ユー リア・ケイト

2011 ファイヴ・セカンズ・オブ・サマー

オブリヴィオン！ サンダラ・カルマ

ベアリー・オン・マイ・マインド ザ・リグレッツ

ケイトズ・ブラザー メイジー・ピーターズ

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

アナザー ムニ・ロング

フォワーズ＆バックワーズ タヨ・サウンド

ファスト・タイムズ サブリナ・カーペンター

ハリウッド・フォーエヴァー・セメタリー アリソン・ポンティエ

ハート・ソー・ビッグ マトーマ＆アリゾナ

スウィング＆ア・ミス オリバー・ツリー

ホエン・ザ・ライツ・ゴー・ダウン（フィーチャリング・コーディー・シンプソン） ＤＶＢＢＳ，ギャランティス

ガッタ・ムーヴ・オン（フィーチャリング・ブライソン・ティラー） ディディ

トゥ・ユー モールラット

グッド・ワンズ チャーリーＸＣＸ

ペイシェンス アグネス・モー

© 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

2022/08/13-2022/08/19

楽曲名 アーティスト名

ザ・ラッパー ザ・ジャガーズ

ホット・スタッフ（『フル・モンティ』より） ドナ・サマー

愛のコリーダ クインシー・ジョーンズ

ビリー・ジーン マイケル・ジャクソン

バイト・ミー アヴリル・ラヴィーン

セルロイドの英雄 ザ・キンクス

ブラック・マジック・ウーマン／ジプシー・クイーン サンタナ

アイ・キャン・シー・クリアリー・ナウ ジョニー・ナッシュ

イッツ・ソー・イージー リンダ・ロンシュタット

ディスタンス ベット・ミドラー

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

恋は二人のハーモニー グラス・ルーツ

シーズ・イン・ラヴ・ウィズ・ザ・ボーイ トリーシャ・イヤウッド

ジャングル・ブギ クール＆ザ・ギャング

グッド・タイム　ｗｉｔｈ　アウル・シティー カーリー・レイ・ジェプセン

オリヴァーズ・アーミー エルヴィス・コステロ

オー・シャンゼリゼ ダニエル・ヴィダル

またひとりぼっち カーラ・ボノフ

ハングリー・ハート ブルース・スプリングスティーン

太陽を背にうけて ジョン・デンバー

ユー・リアリー・ガット・ミー ザ・キンクス

気になる女の子 メッセンジャーズ

ハンズ・クリーン アラニス・モリセット

恋人 グレン・フライ

リアノン フリートウッド・マック

セント・エルモス・ファイアー ジョン・パー

孤独の世界 Ｐ．Ｆ．スローン

ワンダフル・ワールド アート・ガーファンクル

ヒーロー エンリケ・イグレシアス

ノー・ウーマン、ノー・クライ ボブ・マーリィ＆ザ・ウェイラーズ

心のラヴ・ソング ウイングス

© 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

R＆B

放送時間

2022/08/13-2022/08/19

楽曲名 アーティスト名

ロイヤル パーティネクストドア・フィーチャリング・ドレイク

ギヴ・イット・トゥ・ミー・ライト メラニー・フィオナ

１６・＠・ウォー カリーナ・ペイジャン

コーヒー ケリー・ローランド

ネナ メリイ

トゥー・グロウン・フォー・ザット タミア・フィーチャリング・ジム・ジョーンズ

ブルシット ヤング・ログ＆サマー・ウォーカー

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

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

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

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

３４＋３５（Ｒｅｍｉｘ）（ｆｅａｔ．　ドージャ・キャッ

ト＆メーガン・ザ・スタリオン）
アリアナ・グランデ

ワイルド・サイド　ｆｅａｔ．　カーディ・Ｂ ノーマニ

ソー・ハイ ジャギド・エッジ

ネヴァー・レット・ユー・ダウン フランキー・Ｊ・フィーチャリング・クレイジーボーン＋レイジー・ボーン

８０／２０ クロイ×ハリー

ア・ノー・ノー マライア・キャリー

ア・ミリオン・ダラーズ・ア・デイ アロー・ブラック

ラヴ・イット セラヤ

プレッシャー ジェームス・ヴィッカリー、ＳＧルイス

リッチェスト・マン ジェイ・ショーン

ガーデン（セイ・イット・ライク・ダット） シザ

ハートブレイク・アンセム カイド・ザ・バンド×ナッシュ

キャンドルライト ジャヴァイア・ワード

フィード・ゼム ケリス

ゲット・ユー ダニエル・シーザー・フィーチャリング・カリ・ウチス

フォール・５．０ ブライアン・マックナイト

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

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

プロブレム　ｆｅａｔ．　イギー・アゼリア アリアナ・グランデ

ガールズ　ｆｅａｔ．　カーディ・Ｂ、ビービー・レクサ＆チャー

リーＸＣＸ
リタ・オラ

エイント・ガット・ユー ケヴィン・マイケル

ミー＆Ｕ キャシー

セヴンティーン ノー・ローム

カムバック ジョジョ・フィーチャリング・トリー・レーンズ・アンド・３０・ロック

セクシー・ラヴ ＮＥ－ＹＯ

クラッシュ・ユア・パーティ カーミン

ジューン・１ｓｔ アント・クレモンズ

© 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

EDM

放送時間

2022/08/13-2022/08/19

楽曲名 アーティスト名

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

ヤング・ダム・ブローク（Ａｌｐｈａｌｏｖｅ　Ｒｅｍｉｘ） カリード

マス デッドマウス

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

ラウダー フロー・ライダー

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

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

シルエット アヴィーチー

プロフェッショナル・グリーファーズ デッドマウス・フィーチャリング・ジェラルド・ウェイ

プロミセズ ネロ

アポロ ハードウェル・フィーチャリング・アンバ・シェファード

ウェイティング・フォー・トゥモロウ　ｆｅａｔ．　マイク・シノダ（＆

ピアース・フルトン）
マーティン・ギャリックス

シンフォニカ ニッキー・ロメロ

ランニング・イントゥ・ミー・フィーチャリング・ジェイデン・マイケルズ トリトナル

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

アイ・クッド・ビー・ザ・ワン アヴィーチー・ｖｓ・ニッキー・ロメロ

ポップ・イット・アップ（ウィ・ワナ・パーティ）
ＤＪアントワーヌ・Ｖｓ．マッド・マーク・フィーチャリング・ジュイ

シッペ

アンレス・イット・ハーツ ギャランティス

ウィー・ガット・ザ・ワールド アイコナ・ポップ

ギヴ・イット・アップ・フォー・ラヴ
ＤＪ・アントワーヌ、マッド・マーク、ニコラ・ファサーノ、スティーヴ・

フォレスト・フィーチャリング・Ｕ－ジーン

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

スウィート・ラヴィン　ｆｅａｔ．　ブライン・クリストファー シガーラ

イルメリカ ウルフギャング・ガートナー

アイ・ドント・ワナ・ダンス・フィーチャリング・タブー アレックス・ガウディーノ

ビー・マイ・ラヴァー インナ

ホエン・イット・エンズ・イット・スターツ・アゲイン　ｆｅａｔ．

ショーン・ライアン
ＡＴＢ＆アンドリュー・レイエル

ミート・ミー・イン・パリ ＤＪ・アントワーヌ・Ｖｓ．マッド・マーク

ザ・ウェイ・イット・ワズ ウルフギャング・ガートナー

© 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

2022/08/13-2022/08/19

楽曲名 アーティスト名

イッツ・イージー・トゥ・リメンバー ジョン・コルトレーン

オールド・フォークス 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

イフ・アイ・ハッド・ユー プラス・ジョンソン

エンブレイサブル・ユー ハンプトン・ホーズ

ワルツ・フォー・デビイ ビル・エヴァンス

ホワット・イズ・ゼア・トゥ・セイ レッド・ガーランド

枯葉 タル・ファーロウ

黒いオルフェ ポール・デスモンド

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

ボディ・アンド・ソウル バド・シャンク

ラヴァー・マン ハワード・マギー

ムーングロウ オスカー・ピーターソン

ノー・モア ケニー・バレル

ゼイ・ディドント・ビリーヴ・ミー オスカー・ピーターソン・トリオ＋ワン

ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス ブルー・ミッチェル

ルビー、マイ・ディア ケニー・ドーハム・クインテット

Ａ列車で行こう オスカー・ピーターソン

インヴィテイション ジョアン・グラウアー

ダーン・ザット・ドリーム ハンク・モブレー

テンダリー タル・ファーロウ

ライラックス・イン・ザ・レイン ジュニア・マンス・トリオ

アイ・サレンダー・ディア ケニー・バレル

ダイアン フィニアス・ニューボーンＪｒ．

ユー・ターンド・ザ・テーブルス・オン・ミー オスカー・ピーターソン

イット・クッド・ハップン・トゥ・ユー カール・パーキンス

ライラックス・イン・ザ・レイン カール・パーキンス

エヴリシング・アイ・ラヴ ビル・エヴァンス

セイ・イット ジョン・コルトレーン

マリア アンドレ・プレビン

モニカ クリス・アンダーソン

アイ・ゲス・アイル・ハヴ・トゥ・チェンジ・マイ・プランズ ジ・アート・テイタム・トリオ

© 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。


