
JOYSOUND BGM

最新J-POP

放送時間

2022/09/24-2022/09/30

楽曲名 アーティスト名

こんなやつに振られるとか みきなつみ

ビーサンはなぜなくなるのか？ ＨＫＴ４８

ナポリタン ヒトリヨブランコ

テンダーランド シナリオアート

アンダーキッズ ツユ

今すぐに会いたいから ＦＡＩＮＴＳ

双葉 あいみょん

おとせサンダー ぼっちぼろまる

ラヴ・ユアセルフ ＢＯＰ

インフェルノ Ｓｉｎｇｉｎｇ　Ｃｏｓｐｌａｙｅｒ　Ｈｉｋａｒｉ

ラブの逃走 和ぬか

恋をした Ｍｏｔｏｋｉ

ココロに花 関ジャニ∞

そういう風の吹きまわし 町あかり、小川あん

ＲＯＵＴＥ　１６ ＦＵＮＫＹ　ＭＯＮＫＥＹ　ＢΛＢＹ’Ｓ

ＳＥＥ　ＹＯＵ ＢｉＳＨ

ラーメンは軽犯罪 町あかり

愛・魔性 アンジュルム

運命、というかＵＦＯに（ドゥイ、ドゥイ） 小沢健二

Ｈｏｕｓｅ　Ｏｆ　Ｃａｒｄｓ ＮＥＯＮ　ＣＲＯＷＮ

Ｌｅｔ　ｉｔ　ｇｏ ＦＯＵＲ　ＧＥＴ　ＭＥ　Ａ　ＮＯＴＳ

生きろ Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ

ＷＯＮＤＥＲＬＡＮＤ Ｌｉｔｔｌｅ　Ｇｌｅｅ　Ｍｏｎｓｔｅｒ

溜め息 変態紳士クラブ

灯日 ｓａｊｉ

ゴーストタウン Ｒｈｙｔｈｍｉｃ　Ｔｏｙ　Ｗｏｒｌｄ

ｌｕｌｌａｂｙ 由薫

Ｐｕｒｐｌｅ　Ｍｏｏｎ ＳＵＰＥＲ★ＤＲＡＧＯＮ

ｉｃｈｉｂａｎ Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ

アイヲ ＵＡ

そのボサノバで。 拾弐病ノ彩

Ｓｐａｒｋｌｉｎｇ　Ｌｅｍｏｎａｄｅ Ｋｅｎｔａ　Ｄｅｄａｃｈｉ

© 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

2022/09/24-2022/09/30

楽曲名 アーティスト名

夜明けのマイウェイ パル

あ～よかった（ｓｅｔａｇａｙａ　ｍｉｘ） 花＊花

知床旅情 加藤登紀子

さくらんぼ 大塚　愛

青いリンゴ 野口五郎

セロリ ＳＭＡＰ

もらい泣き 一青窈

桜の木になろう ＡＫＢ４８

京都の恋 渚ゆう子

さらば青春 小椋佳

なみだ恋 八代亜紀

じれったい愛 Ｔ－ＢＯＬＡＮ

あー夏休み ＴＵＢＥ

愛人 テレサ・テン

新宿そだち 大木英夫＆津山洋子

ＬＡ－ＬＡ－ＬＡ 研ナオコ

恋のバカンス ザ・ピーナッツ

風が吹いている いきものがかり

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

悪女 中島みゆき

気絶するほど悩ましい Ｃｈａｒ

ＳＴＡＲ　ＬＩＧＨＴ 光ＧＥＮＪＩ

永遠に ゴスペラーズ

お嫁においで 加山雄三

恋人 森山良子

季節風 野口五郎

ハッとして！Ｇｏｏｄ 田原俊彦

ＯＨ　ＭＹ　ＬＩＴＴＬＥ　ＧＩＲＬ 尾崎豊

ＣＡＴ’Ｓ　ＥＹＥ 杏里

私生活 辺見マリ

サボテンの花 チューリップ

© 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。



JOYSOUND BGM

演歌名曲選

放送時間

2022/09/24-2022/09/30

楽曲名 アーティスト名

俺は待ってるぜ 石原裕次郎

親子舟唄 田端義夫

恋舟 香西かおり

釧路湿原 水森かおり

さらば友よ 森進一

男船 神野美伽

大阪すずめ 永井みゆき

遣らずの雨 川中美幸

抱擁 箱崎晋一朗

みれん町 美川憲一

ついて来るかい 小林旭

雨の御堂筋 欧陽菲菲

ひとり 渡哲也

雨の東京 真木ひでと

大勝負 水前寺清子

昭和枯れすゝき さくらと一郎

音無川 綾世一美

骨まで愛して 城卓矢

逢いたくて逢いたくて 園まり

浮世絵の街 内田あかり

桃中軒雲右エ門 三波春夫

ひとり酒 伍代夏子

浜昼顔 五木ひろし

ほんきかしら 島倉千代子

東京の灯よいつまでも 新川二朗

ガキの頃のように 堀内孝雄

いつもの小道で 田辺靖雄、梓みちよ

港町ブルース 森進一

忍ぶ雨 藤正樹

東京流れもの 竹越ひろ子

腕に虹だけ 小林旭

男と女のラブゲーム 日野美歌＆葵司朗
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JOYSOUND BGM

最新☆洋楽

放送時間

2022/09/24-2022/09/30

楽曲名 アーティスト名

ペイシェンス アグネス・モー

ファイア・エスケープ ビーチ・バニー

オブリヴィオン！ サンダラ・カルマ

ボーンズ イマジン・ドラゴンズ

グッド・ワンズ チャーリーＸＣＸ

ヴィヴァ・ラス・ヴェンジャンス パニック！アット・ザ・ディスコ

スウィング＆ア・ミス オリバー・ツリー

サマー・イン・ニューヨーク ソフィー・タッカー

コート・アップ グリフィン、オリヴィア・オブライエン

コールド・ハート ザ・クークス

ホエン・ユアー・ゴーン ショーン・メンデス

ディナー・テーブル ニーナ・ネスビット

レフト・アンド・ライト（フィーチャリング・ジョングク・オブ・ＢＴＳ） チャーリー・プース

シーラヴミー タイ・ヴェルデス

ネヴァー・エンディング ベニー

ホワイ・キャント・ユー・ウェイト ザ・チェインスモーカーズ＆ボブ・モーゼス

リボン・アラウンド・ザ・ボム ブロッサムズ

トゥー・プレシャス エム・バイホルド

オネスト　ｆｅａｔ．　ドン・トリバー ジャスティン・ビーバー

ハート・ソー・ビッグ マトーマ＆アリゾナ

サンフラワー コナー・アルバート、マックス・ポープ

２１・リーズンズ ネイサン・ドー・フィーチャリング・エラ・ヘンダーソン

モスト・ピープル Ｒ３ＨＡＢ×ルーカス・グラハム

ケイトズ・ブラザー メイジー・ピーターズ

ベアリー・オン・マイ・マインド ザ・リグレッツ

ブリンク・オブ・アン・アイ パッセンジャー

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

チェンジ・ザ・ロックス キング・プリンセス

レイト・ナイト・トーキング ハリー・スタイルズ

アイ・ジャスト・コールド ネイキッド×アン・マリー×ラット

オール・ジーズ・ナイツ トム・グレナン

ウィル・オブ・ザ・ピープル ミューズ

レイト・アット・ナイト ロディ・リッチ

ゴールデン・アワー ジェイク

アイ・カランバ タイガ

エスケープ ナルデックス

ファスト・タイムズ サブリナ・カーペンター

クローサー スウィーティー・フィーチャリング・Ｈ．Ｅ．Ｒ．

ジャスト・フレンズ ホワイ・ドント・ウィー
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JOYSOUND BGM

洋楽☆ヒットパレード

放送時間

2022/09/24-2022/09/30

楽曲名 アーティスト名

イッツ・ソー・イージー リンダ・ロンシュタット

アップ シャナイア・トゥエイン

バイト・ミー アヴリル・ラヴィーン

ワンダフル・ワールド アート・ガーファンクル

ディスタンス ベット・ミドラー

ユー・リアリー・ガット・ミー ザ・キンクス

愛するデューク スティーヴィー・ワンダー

ホット・スタッフ（『フル・モンティ』より） ドナ・サマー

雨にぬれた朝 キャット・スティーヴンス

オリヴァーズ・アーミー エルヴィス・コステロ

ソーク・アップ・ザ・サン シェリル・クロウ

オンリー・ユー ザ・フライング・ピケッツ

孤独の世界 Ｐ．Ｆ．スローン

ジャングル・ブギ クール＆ザ・ギャング

ホールド・オン ジャスティン・ビーバー

ビリー・ジーン マイケル・ジャクソン

恋は二人のハーモニー グラス・ルーツ

恋人 グレン・フライ

エニシング・フォー・ユー グロリア・エステファン＆マイアミ・サウンド・マシーン

愛が命 スウィート

追憶のメロディ ダリル・ホール＆ジョン・オーツ

ハンギング・バイ・ア・モーメント ライフハウス

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

太陽を背にうけて ジョン・デンバー

この胸のときめきを ダスティ・スプリングフィールド

ザ・ラッパー ザ・ジャガーズ

アイム・ノット・イン・ラヴ １０ｃｃ

心の扉を開けよう メラニー

ヒーロー エンリケ・イグレシアス

セント・エルモス・ファイアー ジョン・パー

テイク・ユア・タイム・ドゥ・イット・ライト Ｓ．Ｏ．Ｓ．バンド

© 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

R＆B

放送時間

2022/09/24-2022/09/30

楽曲名 アーティスト名

リアル・フレンズ（Ｒｅｍｉｘ） カミラ・カベロ・フィーチャリング・スウェイ・リー

ミステリー・レディ マセーゴ＆ドン・トリヴァー

ロング・ウェイ・２・ゴー キャシー

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

ラヴ・イット セラヤ

ネナ メリイ

トラブル ビー・メイジャー・フィーチャリング・Ｊ．コール

ブルシット ヤング・ログ＆サマー・ウォーカー

ア・ノー・ノー マライア・キャリー

リッチェスト・マン ジェイ・ショーン

ハートブレイク・アンセム カイド・ザ・バンド×ナッシュ

イン・トゥー・ディープ（フィーチャリング・キアナ・レデ） ジェイコブ・コリアー

ジューン・１ｓｔ アント・クレモンズ

ナイル ビヨンセ＆ケンドリック・ラマー

ウェイ・パスト・１２ フェティ・ワップ・フィーチャリング・モンティ

ギヴ・イット・トゥ・ミー・ライト メラニー・フィオナ

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

ヒット・ディファレント（フィーチャリング・タイ・ダラー・サイン） シザ

セヴンティーン ノー・ローム

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

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

コーヒー ケリー・ローランド

ミー＆Ｕ キャシー

ソー・ダン ザ・キッド・ラロイ

ガーデン（セイ・イット・ライク・ダット） シザ

１６・＠・ウォー カリーナ・ペイジャン

ユー・カム・ファースト ジェイコブ・ラティモア

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

ＯＴ カペラ・グレイ・フィーチャリング・タイ・ダラー・サイン

ソー・ハイ ジャギド・エッジ

フリーキー・ディーキー タイガ＆ドージャ・キャット

プレッシャー ジェームス・ヴィッカリー、ＳＧルイス

ヘイト・アワ・ラヴ クイーン・ナイジャ＆ビッグ・ショーン

ワイルド・サイド　ｆｅａｔ．　カーディ・Ｂ ノーマニ

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

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

イズ・イット・グッド・トゥ・ユー ヤミー・ビンガム
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JOYSOUND BGM

EDM

放送時間

2022/09/24-2022/09/30

楽曲名 アーティスト名

ベター・ザン・イエスタデイ（Ｃｌｕｂ　Ｍｉｘ） シドニー・サムソン・フィーチャリング・ウィル・アイ・アム

アイ・クッド・ビー・ザ・ワン アヴィーチー・ｖｓ・ニッキー・ロメロ

プロミセズ ネロ

シルエット アヴィーチー

ヤング・ダム・ブローク（Ａｌｐｈａｌｏｖｅ　Ｒｅｍｉｘ） カリード

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

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

オーシャンズ・フィーチャリング・ダイソン ボージャス

ホエン・イット・エンズ・イット・スターツ・アゲイン　ｆｅａ

ｔ．　ショーン・ライアン
ＡＴＢ＆アンドリュー・レイエル

ウィー・ガット・ザ・ワールド アイコナ・ポップ

バッド・セレクション デッドマウス

ゲット・ロウ（Ｗ＆Ｗ　Ｒｅｍｉｘ） ディロン・フランシス＆ＤＪスネイク

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

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

アンレス・イット・ハーツ ギャランティス

テイルズ・オブ・トゥモロウ
ディミトリ・ヴェガス＆ライク・マイク・ヴァーサス・フェデ・レ・グラ

ンド・フィーチャリング・ジュリアン・ペレッタ

ギヴ・ミー・ユア・ラヴ シガーラ

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

フィナーレ マデオン

ビー・マイ・ラヴァー インナ

フォーリング デジタリズム・Ｖｓ．トミー・トラッシュ

ユニゾン（Ｏｒｉｇｉｎａｌ　Ｍｉｘ） ポーター・ロビンソン

ホールディング・アップ・ザ・ワールド　ｆｅａｔ．　ハリソン

＆アルビン・マイヤーズ
スティーヴ・アオキ

ラヴ・テイクス・オーバー（Ｌａｉｄｂａｃｋ　Ｌｕｋｅ

Ｒｅｍｉｘ）
デヴィッド・ゲッタ

イルメリカ ウルフギャング・ガートナー

シンフォニカ ニッキー・ロメロ

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

ブリング・ミー・ダウン・フィーチャリング・アディー・ニコール ビアーズ＆ゴーストドラゴン
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JOYSOUND BGM

ジャズ・スタンダード

放送時間

2022/09/24-2022/09/30

楽曲名 アーティスト名

アイム・オールド・ファッションド ケニー・ドリュー

ホワッツ・ニュー アート・ペッパー

枯葉 タル・ファーロウ

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

ワルツ・フォー・デビイ ビル・エヴァンス

マイ・オールド・フレーム アル・ヘイグ・トリオ

イッツ・イージー・トゥ・リメンバー ジョン・コルトレーン

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

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

ジーズ・フーリッシュ・シングス ソニー・クリス

ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド ソニー・クリス／ウォルター・デイビス／ポール・チェンバース／アラン・ドウソン

イル・ウインド レイ・ブライアント

ルビー、マイ・ディア ケニー・ドーハム・クインテット

エンブレイサブル・ユー ハンプトン・ホーズ

ハウ・ロング・ハズ・ディス・ビーン・ゴーイン・オン エディ・ヒギンズ

セイ・イット ジョン・コルトレーン

ブルース・フォー・ベイシー オスカー・ピーターソン

ライラックス・イン・ザ・レイン カール・パーキンス

ワルツ・フォー・デビー ビル・エヴァンス

ユー・ドント・ノウ・ホワット・ラヴ・イズ ハル・マクーシック・クァルテット

モニカ クリス・アンダーソン

タイム・オン・マイ・ハンズ ソニー・ロリンズ

ムーングロウ オスカー・ピーターソン

ラヴァー・マン ハワード・マギー

アイ・サレンダー・ディア ケニー・バレル

オールド・フォークス ケニー・ドーハム

ソフィスティケイテッド・レディ バディ・デフランコ

ダイアン フィニアス・ニューボーンＪｒ．

ヴァーゴ ウェイン・ショーター

ザッツ・オール バーニー・ケッセル

テンダリー タル・ファーロウ

マイ・ファニー・ヴァレンタイン アレックス・カラオ・トリオ
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