
JOYSOUND BGM

最新J-POP

放送時間

2022/11/26-2022/12/02

楽曲名 アーティスト名

恋をした Ｍｏｔｏｋｉ

チノカテ ヨルシカ

ＴＯＫＹＯ　ＤＯＰＥ ＢＬＶＣＫＢＥＲＲＹ

Ｓｍｏｋｉｎ’　Ｈｏｔ Ｋｉｓ－Ｍｙ－Ｆｔ２

ＣＨＯＩＣＥ ＣＵＢＥＲＳ

スイッチ ＨＹ

凛と舞いましはんなり小町 ＧＥＭＳ　ＣＯＭＰＡＮＹ

Ｓｔｅｐ　Ｕｐ ＯＮＥ　Ｎ’　ＯＮＬＹ

アンダーキッズ ツユ

夕陽に溶け出して 上白石萌音

ｒｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｏｓｈｉｎａ

ＤｏＤｏ　ｔｚ　Ｄｏｔｚ 学芸大青春

生きろ Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ

キリグニア ＣＹＮＨＮ

Ｃｈｏｒａｌ　Ａ Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ

Ｌｅｔ　ｉｔ　ｇｏ ＦＯＵＲ　ＧＥＴ　ＭＥ　Ａ　ＮＯＴＳ

愛がお仕事 渡辺美里

ロミエット フォーエイト４８

すごいかもしれん ベリーグッドマン

ひとりごと。 ＢｕｇＬｕｇ

Ｂｏｎｕｓ　Ｓｔａｇｅ　Ｆｅａｔ．　ＳＨＡＣＨＩ Ｍｉｎｃｈａｎｂａｂｙ＆ＲｈｙｍｅＴｕｂｅ

ＳＵＧＡＴＡＭＩ Ａｑｉｌｌａ

おしえてＭｏｏｎｌｉｇｈｔ バクステ外神田一丁目

ひとりｇｏ　ｔｏ 吉田拓郎

ＳＵＰＥＲ　ＤＲＩＶＥ 秘密結社ニルヴァージュ∀

なんてったって　Ｉ　Ｌｏｖｅ　Ｙｏｕ 宮本佳林

青春のせいだ ＹＯＩ

リセマラブゲーム！ メタモル！！！

Ｍｅｒｒｙ　Ｇｏ　Ｒｏｕｎｄ ＡＳＨ　ＤＡ　ＨＥＲＯ

ゴーストタウン Ｒｈｙｔｈｍｉｃ　Ｔｏｙ　Ｗｏｒｌｄ

Ａｍａｚｉｎｇ　Ｌｏｖｅ ＫｉｎＫｉ　Ｋｉｄｓ

堕天 Ｃｒｅｅｐｙ　Ｎｕｔｓ

© 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

2022/11/26-2022/12/02

楽曲名 アーティスト名

セロリ ＳＭＡＰ

千の風になって 秋川雅史

恋のしずく 伊東ゆかり

ＯＨ　ＭＹ　ＬＩＴＴＬＥ　ＧＩＲＬ 尾崎豊

学生街の喫茶店 ＧＡＲＯ

永遠に ゴスペラーズ

青いリンゴ 野口五郎

白いサンゴ礁 ズー・ニー・ヴー

銀色の道 ザ・ピーナッツ

季節風 野口五郎

カリフォルニア・コネクション 水谷豊

傷だらけのローラ 西城秀樹

愛のままで・・・ 秋元順子

さよならはダンスの後に 倍賞千恵子

なみだ恋 八代亜紀

気絶するほど悩ましい Ｃｈａｒ

知床旅情 加藤登紀子

ＣＡＴ’Ｓ　ＥＹＥ 杏里

お嫁サンバ 郷ひろみ

桃色片想い 松浦亜弥

おかあさん 森昌子

ＳＴＡＲ　ＬＩＧＨＴ 光ＧＥＮＪＩ

ＳＯＭＥＤＡＹ 佐野元春

私生活 辺見マリ

愛のしるし ＰＵＦＦＹ

ムーンライト・サーファー 石川セリ

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

甘い十字架 布施明

風が吹いている いきものがかり

恋人 森山良子

ジェット最終便 朱里エイコ

© 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

2022/11/26-2022/12/02

楽曲名 アーティスト名

ひとり 渡哲也

箱根八里の半次郎 氷川きよし

逢いたくて逢いたくて 園まり

恋唄綴り 堀内孝雄

抱擁 箱崎晋一朗

音無川 綾世一美

雨の東京 真木ひでと

男と女のラブゲーム 日野美歌＆葵司朗

他人酒 渥美二郎

酒場すずめ 村上幸子

浪花盃 五木ひろし

雨の御堂筋 欧陽菲菲

骨まで愛して 城卓矢

みれん町 美川憲一

恋舟 香西かおり

俺は待ってるぜ 石原裕次郎

かもめの街 ちあきなおみ

腕に虹だけ 小林旭

マリモの唄 九条万里子

東京の灯よいつまでも 新川二朗

浮世絵の街 内田あかり

蒼月 長山洋子

東京流れもの 竹越ひろ子

遣らずの雨 川中美幸

浜昼顔 五木ひろし

ほんきかしら 島倉千代子

桃中軒雲右エ門 三波春夫

港町ブルース 森進一

母恋吹雪 三橋美智也

浮草ぐらし 都はるみ

ガキの頃のように 堀内孝雄

好きですサッポロ 森雄二とサザンクロス

© 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

最新☆洋楽

放送時間

2022/11/26-2022/12/02

楽曲名 アーティスト名

ハー ミーガン・ザ・スタリオン

ファスト・タイムズ サブリナ・カーペンター

ウィル・オブ・ザ・ピープル ミューズ

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

フォーゲット・ミー ルイス・キャパルディ

アイム・イン・ラヴ・ウィズ・ユー ＴＨＥ　１９７５

ライト・マイ・ファイア ショーン・ポール・フィーチャリング・グウェン・ステファニー＆シェンシーア

メテオライト アナ・オブ・ザ・ノース＆ガス・ダパートン

ジェムストーン クイントン・グリッグス

エヴリバディ・ニーズ・サムワン ジェイムス・ベイ

ブリンク・オブ・アン・アイ パッセンジャー

ファン・アウト・オブ・イット（フィーチャリング・ベニー） ジョニー・オーランド

レイト・ナイト・トーキング ハリー・スタイルズ

ケイトズ・ブラザー メイジー・ピーターズ

コート・アップ グリフィン、オリヴィア・オブライエン

ホエア・ウィ・スターティッド トーマス・レット＆ケイティ・ペリー

ドース テディ・スウィムズ

オール・ジーズ・ナイツ トム・グレナン

アワーズ＆アワーズ マニー・ロング

オール・シー・ワナ・ドゥ　ｆｅａｔ．　スウィーティー ジョン・レジェンド

ヴェガス ドージャ・キャット

ママズ・ラヴ モーレイ

アバウト・ダム・タイム リゾ

ユア・スキン ベッカ

ホールド・ミー・クローサー エルトン・ジョン＆ブリトニー・スピアーズ

サマー・イン・ニューヨーク ソフィー・タッカー

ハート・ソー・ビッグ マトーマ＆アリゾナ

コールド・ハート ザ・クークス

ア・ドライヴァー・セイヴド・マイ・ナイト シグリッド

イッツ・ユー（ｆｅａｔ．　ｋｅｓｈｉ） マックス

ファー・アウェイ ギャキー

ラヴ・スターヴド ゲイル

トリック エリカ・バンクス

ディナー・テーブル ニーナ・ネスビット

ザ・ワン Ｍ．Ｉ．Ａ．

アナザー マニー・ロング

ブロークン ソフィア・バルデス＆ピンク・スウェッツ

フューネラル・グレイ ウォーターパークス

Ｕ・ラヴ・Ｕ ジャックス・フィーチャリング・ジェイク

© 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

2022/11/26-2022/12/02

楽曲名 アーティスト名

ジャングル・ブギ クール＆ザ・ギャング

ヘイ・ジュード ザ・ビートルズ

イフ ブレッド

オールド・ファッションド・ラヴ・ソング スリー・ドッグ・ナイト

片想いと僕 ロボ

恋は二人のハーモニー グラス・ルーツ

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

アイム・ノット・イン・ラヴ １０ｃｃ

キス・ミー・モア　ｆｅａｔ．　シザ ドージャ・キャット

オリヴァーズ・アーミー エルヴィス・コステロ

Ｐ．Ｆ．スローン ルーマー

ダイナ・フロー ボズ・スキャッグス

ウォーク・ディス・ウェイ ラン－Ｄ．Ｍ．Ｃ．フィーチャリング・エアロ・スミス

ロウダウン ボズ・スキャッグス

リヴィン・オン・ア・プレイヤー ボン・ジョヴィ

太陽を背にうけて ジョン・デンバー

ホールド・オン ジャスティン・ビーバー

愛が命 スウィート

ビリー・ジーン マイケル・ジャクソン

恋はメキ・メキ トム・ジョーンズ

ヘイ・ボーイ　ｆｅａｔ．　バーナ・ボーイ シーア

バイト・ミー アヴリル・ラヴィーン

カーニヴァル カーディガンズ

オールド・タウン・ロード（ｆｅａｔ．　ビリー・レイ・サイラス）

（Ｒｅｍｉｘ）
リル・ナズ・Ｘ

ノー・ワン アリシア・キーズ

ベイビー、アイ・ラヴ・ユー ザ・ロネッツ

アップ シャナイア・トゥエイン

愛するデューク スティーヴィー・ワンダー

サン・ホセへの道 ディオンヌ・ワーウィック

イッツ・ソー・イージー リンダ・ロンシュタット

フィール・フォー・ユー チャカ・カーン

© 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

2022/11/26-2022/12/02

楽曲名 アーティスト名

イン・マイ・ヘッド ジェイソン・デルーロ

トーク・ザット・トーク リアーナ・フィーチャリング・ジェイ・Ｚ

コーヒー ケリー・ローランド

ソー・ダン ザ・キッド・ラロイ

トラブル ビー・メイジャー・フィーチャリング・Ｊ．コール

ニード・ラヴ（フィーチャリング・アッシャー） メアリー・Ｊ．ブライジ

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

ブルシット ヤング・ログ＆サマー・ウォーカー

フォーリング・トゥ・ピーシズ ジェンナ・フィーチャリング・２・チェインズ

フォン・ダウン ステフロン・ドン・フィーチャリング・リル・ベイビー

コンペティション アンバー・マーク

エヴリシング ジョヴァンカ

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

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

ミステリー・レディ マセーゴ＆ドン・トリヴァー

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

ゴーン ジョルジャ・スミス

メシー キアーラ

ＯＴ カペラ・グレイ・フィーチャリング・タイ・ダラー・サイン

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

ハートブレイク・アンセム カイド・ザ・バンド×ナッシュ

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

ケイシャ ジャワン・ハリス・フィーチャリング・タイガ

ジューン・１ｓｔ アント・クレモンズ

ガーデン（セイ・イット・ライク・ダット） シザ

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

ボトムズ・アップ トレイ・ソングス・フィーチャリング・ニッキー・ミナージュ

ワイルド・サイド　ｆｅａｔ．　カーディ・Ｂ ノーマニ

フィード・ゼム ケリス

ナイル ビヨンセ＆ケンドリック・ラマー

ロッキン・ウィズ・ユー クリス・レネー

ソー・ハイ ジャギド・エッジ

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

オー・ハウ・アイ・ラヴ・ユー ザカルディ・コルテス

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

ヘイト・アワ・ラヴ クイーン・ナイジャ＆ビッグ・ショーン

ユー・カム・ファースト ジェイコブ・ラティモア

7:00 ブライソン・ティラー

© 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

EDM

放送時間

2022/11/26-2022/12/02

楽曲名 アーティスト名

サティスファイド　ｆｅａｔ．　バッシー ショウテック

ストロング シグマ、コヴィック

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

ディス・イズ・ノット・ア・ラヴ・ソング デヴィッド・ゲッタ・フィーチャリング・ＪＤ・デイヴィス

ルーム・フォー・ハピネス カスケイド・フィーチャリング・スカイラー・グレイ

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

フエゴ マイク・チェルヴェッロ

ハリケーン（Ａｒｔｙ　Ｒｅｍｉｘ） ホールジー

エックス・ユー アヴィーチー

ユニゾン（Ｏｒｉｇｉｎａｌ　Ｍｉｘ） ポーター・ロビンソン

ウィー・ガット・ザ・ワールド アイコナ・ポップ

ワン・ザット・ゴット・アウェイ（Ｒ３ＨＡＢ　Ｒｅｍｉｘ） ケイティ・ペリー

アトミック・フード 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

ライド・トゥ・ビー・マイ・ガール ベニー・ベナッシ

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

ヘル・イエィ！ ティエスト＆ショウテック

ゼア・フォー・ユー（Ｂａｌｉ　Ｂａｎｄｉｔｓ　Ｒｅｍｉｘ） マーティン・ギャリックス

ヤング・ダム・ブローク（Ａｌｐｈａｌｏｖｅ　Ｒｅｍｉｘ） カリード

ショックウェイヴ マシュメロ

バッド・セレクション デッドマウス

Ｆｎピッグ デッドマウス

シンフォニカ ニッキー・ロメロ

スウィート・ナッシング　ｆｅａｔ．　フローレンス・ウェルチ

（Ｔｉｅｓｔｏ　ｍｉｘ）
カルヴィン・ハリス

ビー・マイ・ラヴァー インナ

オールウェイズ デヴィッド・ゲッタ・フィーチャリング・ＪＤ・デイヴィス

トゥナイト・アイム・ゲッティング・オーヴァー・ユー（Ｒｅｉｄ

Ｓｔｅｆａｎ　Ｒｅｍｉｘ）
カーリー・レイ・ジェプセン
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JOYSOUND BGM

ジャズ・スタンダード

放送時間

2022/11/26-2022/12/02

楽曲名 アーティスト名

タイム・オン・マイ・ハンズ ソニー・ロリンズ

ワルツ・フォー・デビイ ビル・エヴァンス

ルビー、マイ・ディア ケニー・ドーハム・クインテット

ジーズ・フーリッシュ・シングス ソニー・クリス

イッツ・イージー・トゥ・リメンバー ジョン・コルトレーン

モニカ クリス・アンダーソン

セイ・イット ジョン・コルトレーン

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

インヴィテイション ジョアン・グラウアー

ワルツ・フォー・デビー ビル・エヴァンス

ジャスト・フォー・ア・スリル Ｊ．Ｊ．ジョンソン＆カイ・ウィンディング

セレナーデ・イン・ブルー ケニー・ドリュー

スカイラーク リー・コニッツ

言いだしかねて ザ・パット・モラン・カルテット

イル・ウインド レイ・ブライアント

ソリチュード デューク・エリントン

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

枯葉 タル・ファーロウ

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

ムーンライト・ビカムズ・ユー カーティス・フラー・ウィズ・レッド・ガーランド

イースト・オブ・ザ・サン オスカー・ピーターソン

イン・ア・メロウ・トーン レイ・ブライアント・トリオ

ブルース・フォー・ベイシー オスカー・ピーターソン

ムーングロウ オスカー・ピーターソン

ペントハウス・セレナーデ エロール・ガーナー

ソフィスティケイテッド・レディ バディ・デフランコ

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

アイム・オールド・ファッションド ケニー・ドリュー

ダニー・ボーイ ビル・エヴァンス・トリオ

マイ・ロマンス クリス・アンダーソン

ライラックス・イン・ザ・レイン ジュニア・マンス・トリオ

オール・ザ・ウェイ リー・モーガン
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