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4:00 3:50～ジャッキー・テラソ

ン：ソロ・ジャズ・セッション

4:05～ビートルズ：青盤ドキ

ュメンタリー

バディ・マイルス：ライヴ・アッ

ト・ニューモーニング1995

OTHER VOICES～ #4▽ダ

ミアン・デンプシー

3:55～プロコル・ハルム：ラ

イヴ・イン・ベルギー1973

ジミ・ヘンドリックス：ヴィデオ

グラフィー
4:00

4:30 4:40～ゴンサロ・ルバルカ

バ：ライヴ・イン・ミュンヘン

1994

OTHER VOICES～ #5▽ニ

ナ・ ハインズ

4:35～ジェネシス：ライヴ・イ

ン・ベルギー1972
4:30

5:00 ビートルズ：レノン＆マッカー

トニー・ソングライティング・

ヒストリー1967-1972

4:55～パパ・チャビー ：ライ

ヴ・アット・ニューモーニング

2004

OTHER VOICES～ #7▽ジ

ェリー・フィッシュ／キャッテ

ル・ケイネック

5:05～プログレ特集 5:05～ジミ・ヘンドリックス：

フィードバック
5:00

5:30 OTHER VOICES～ #8▽マ

ンディ
5:30

6:00 6:08～ハービー・ハンコッ

ク：ミュージックラーデン・

ライヴ1974

ロリー・ギャラガー：ライヴ・ア

ット・オーネ・フィルター

1990

OTHER VOICES～ #10▽

マーク・ギアリー

6:10～MA

HEADLINES#324

ジミ・ヘンドリックス：ザ・ギタ

ー・ヒーロー
6:00

6:30 黄金ロック OTHER VOICES～ #11▽

パディ・ケイシー

カーペンターズ：ロック・レジ

ェンズ
6:30

7:00 7:13～ジョー・ザヴィヌル

＆ウェザー・アップデート：

ライヴ・イン・ミュンヘン

1986

7:05～ケリー・ジョー・ フェ

ルプス：ソロ・ジャズ・セッショ

ン

ヴァッケン・オープン・エア

2014～ブラック・メタル・パ

ッケージ～

OTHER VOICES～ #12▽

エメット・ティンレイ

ジョージ・ベンソン：ライヴ・ア

ット・ミュージックラーデン
7:00

7:30 7:20～ビートルズ：レノン＆

マッカートニー・ソングライ

ティング・ヒストリー

1973-1980

OTHER VOICES～ #13▽

ローナン・オ・スノディ他

7:45～ラリー・カールトン・ト

リオ：ライヴ・アット・ニューモ

ーニング2009

ジミ・ヘンドリックス：スウィン

ギング 60’s
7:30

8:00 8:13～イエロージャケッ

ツ：ライヴ・アット・ニューモ

ーニング2008 #1

ジェフ・ヒーリー＆ザ・ジャ

ズ・ウィザーズ：ライヴ～ビュ

ーティフル・ノイズ～

7:58～メタリカ：スタジオ・ラ

イヴ

カウボーイ・ジャンキーズ：ラ

イヴ～ビューティフル・ノイズ

～

8:00

8:30 8:15～ヴァン・ヘイレン：ロッ

ク・レジェンズ

ジミ・ヘンドリックス：アメリカ

ン・ランディング
8:30

9:00 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 9:00

9:30 シネマタイム#432 9:40～ベイ・シティ・ローラ

ーズ：ライヴ・アット・ミュージ

ックラーデン

キャンディ・ダルファー：ライ

ヴ・アット・オーネ・フィルター

1993

ピーター・シンコッティ：ライ

ヴ・アット・ニューモーニング

2004

ビートルズ：アップ・クローズ

＆パーソナル

ビートルズ：赤盤ドキュメンタ

リー

ジミ・ヘンドリックス：バンド・

オブ・ジプシーズ
9:30

10:00 サミー・ヘイガーのロック

ンロール・ロード・トリップ

#5

情報番組 10:00

10:30 ヴァン・ヘイレン：ロック・レ

ジェンズ

モダン・ジャズ・カルテット：

ライヴ・ベルギー1961 Pt1

プリンス：ロック・レジェンズ 情報番組 10:45～ビートルズ：コンポ

ージング・ザ・ビートルズ・ソ

ングブック レノン＆マッカー

トニー1957-1965

10:35～ビートルズ：コンポ

ージング・ザ・ビートルズ・ソ

ングブック レノン＆マッカー

トニー1966-1970

情報番組 10:30

11:00 11:15～キッス：ロック・レ

ジェンズ

モダン・ジャズ・カルテット：

ライヴ・ベルギー1961 Pt2

マルシャル・ソラル＆ニルス・

ラン・ドーキー：ライヴ・アッ

ト・ニューモーニング2004

シネマタイム#433 11:00

11:30 ジャズ・レジェンズ・ライヴ！

#6▽モンティ・アレキサンダ

ー、フランク・モーガン他

11:20～マドンナ：パフォーマ

ンス・ヒストリー

ジェームス・ブラッド・ウルマ

ー：ソロ・ジャズ・セッション
11:30

12:00 情報番組 情報番組 12:05～オアシス：スタジオ・

ライヴ
12:00

12:30 エアロスミス：スタジオ・ラ

イヴ

情報番組 情報番組 ジュールズ倶楽部 第249夜

▽シザー・シスターズ、ブラン

ドン・フラワーズ他

情報番組 情報番組 情報番組 12:30

13:00 12:45～クイーン：ヒストリ

ー 1973-1980

ジュールズ倶楽部 第247

夜▽トム・ジョーンズ、ヴァン

パイア・ウィークエンド他

ジュールズ倶楽部 第248夜

▽フィル・コリンズ、ハーブ・

アルパート他

ジュールズ倶楽部 第250夜

▽ジャミロクワイ、ＫＴタンス

トール他

ジュールズ倶楽部 第251夜

▽スティーヴ・ミラー・バン

ド、シーロー・グリーン他

アクセプト：ライヴ・アット・ヴ

ァッケン・オープン・エア

2014

13:00

13:30 13:35～フロム・ザ・ベース

メント・ライヴ3 #6▽シザー・

シスターズ他

13:30

14:00 14:05～エルヴィス・プレス

リー：IMPACT

14:05～プリンス・トラスト・

コンサート2010▽クイーン、

エリック・クラプトン、フィル・

コリンズ他

14:10～プリンス：スレイヴ・

トレード～音楽ビジネスを作

り変えた男～

14:05～ジャズ・レジェンズ・

ライヴ！#2▽ベン・シドラン＆

スティーヴ・ミラー他

ドリーム・シアター：ライヴ・ア

ット・ヴァッケン・オープン・エ

ア2015

14:00

14:30 クイーン：ヒストリー

1980-1991

エルヴィス・プレスリー：’56

スペシャル

ポール・マッカートニー出演！

グラストンベリー・フェスティ

バル2004

14:30

15:00 14:55～ジャズ・レジェンズ・

ライヴ！#4▽ステファン・グラ

ッペリ、フィル・ウッズ他

MR.BIG：グループ・ポートレイ

ト
15:00

15:30 情報番組 ジェネシス：ライヴ・イン・ベル

ギー1972

15:45～ポール・マッカート

ニー：都市伝説の真実
15:30

16:00 15:50～フレディ・マーキ

ュリー：ヒストリー

1946-1991

【ジミ・ヘンドリックス命日特

集！】

16:00～★ジミ・ヘンドリッ

クス：ヴィデオグラフィー

17:05～ジミ・ヘンドリック

ス：フィードバック

18:00～ジミ・ヘンドリック

ス：ヴードゥー・チャイルド

19:15～ジミ・ヘンドリック

ス：ザ・ギター・ヒーロー

20:45～ジミ・ヘンドリック

ス：スウィンギング60’s

21:33～ジミ・ヘンドリック

ス：アメリカン・ランディング

22:30～ジミ・ヘンドリック

ス：バンド・オブ・ジプシーズ

23:25～ジミ・ヘンドリック

ス：サウス・バンク・ショー

24:30～ジミ・ヘンドリック

ス：スマッシュ・ヒッツ

25:25～ジミ・ヘンドリック

ス：ラスト・デイ

ピーター・ガブリエル：ロッ

ク・レジェンズ

アヴァンタジア：ライヴ・アッ

ト・ヴァッケン・オープン・エ

ア2014

16:00

16:30 16:45～ピーター・ガブリエ

ル：スタジオ・ライヴ

16:45～デュラン・デュラン：

ロック・レジェンズ
16:30

17:00 ガンズ＆ローゼズ：ロック・

レジェンズ

ポリス：ロック・レジェンズ BABYMETAL LIVE AT

WEMBLEY
17:00

17:30 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 17:30

18:00 リッチー・サンボラ ft.オリ

アンティ：ライヴ・アット・フ

ロント＆センター2014

ジュールズ倶楽部 第31夜

▽ニック・ロウ＆ザ・インポッ

シブル・バード他

ジュールズ倶楽部 第36夜

▽レディオヘッド、エルヴィ

ス・コステロ他

ジュールズ倶楽部 第42夜

▽ブラー、エイミー・マン、ガ

ース・ブルックス他

ジュールズ倶楽部 第44夜

▽デヴィッド・ボウイ、オアシ

ス他

★MA HEADLINES#325 18:00
18:30 エルトン・ジョン：Biography～

栄光の軌跡～
18:30

19:00 マイケル・ジャクソン：ライ

フ、デス＆レガシー

19:10～MA

HEADLINES#324

19:05～フロム・ザ・ベース

メント・ライヴ #1▽トム・ヨ

ーク、アルバート・ハモンド

Jr.他

19:05～フロム・ザ・ベース

メント・ライヴ3 #1▽エイミ

ー・マン／シンズ／ファーザ

ー・ジョン・ミスティ他

19:10～ベイ・シティ・ローラ

ーズ：ライヴ・アット・ミュージ

ックラーデン

19:00

19:30 ★シネマタイム#433 東京03角田＆ゆってぃのぶ

らり作曲の旅#80

ボブ・マーリー＆ザ・ウェイラ

ーズ：伝説のライヴ
19:30

20:00 20:15～マイケル・ジャク

ソン：ヒストリー“キング・オ

ブ・ポップ”1958-2009

★プロコル・ハルム：ライヴ・

イン・ベルギー1973

チャック・ベリー：スタジオ・ラ

イヴ

ビーチ・ボーイズ：ロック・レ

ジェンズ

ジミ・ヘンドリックス：ヴードゥ

ー・チャイルド
20:00

20:30 ジェームス・ブラウン：ライヴ・

イン・アトランタ1985

20:25～ローリング・ストー

ンズ：ミック・ジャガー・ストー

リー

20:35～ニール・ヤング：ロッ

ク・レジェンズ
20:30

21:00 20:45～ビル・ワイマンズ・リ

ズム・キングス：オーネ・フィル

ター・ライヴ 2001

21:15～クリーム：クラシッ

ク・アーティスト・シリーズ

ジャニス・ジョプリン：ロック・

レジェンズ
21:00

21:30 21:35～マイケル・ジャク

ソン：インサイド・ストーリー

21:45～アルバート・リー＆

ホーガンズ・ヒーローズ：ライ

ヴ・アット・ニュー・モーニン

グ2003

エルヴィス・プレスリー：ブロ

ードキャスティング・ライヴ

21:25～レッド・ツェッペリ

ン：オン・ザ・レコード
21:30

22:00 22:15～テンプテーション

ズ：ライヴ・イン・アトランティ

ックシティ 1983

22:00

22:30 22:45～マイケル・ジャク

ソン：アース・ソング

22:45～エリック・クラプト

ン：60’s クロニクル

22:35～アレサ・フランクリ

ン：IMPACT

22:20～フランク・ザッパ：

70's クロニクル
22:30

23:00 B.B.キング：ライヴ・アット・サ

ウンドステージ2008

23:15～スティーヴィー・ワ

ンダー：ロック・レジェンズ

23:10～ドアーズ：ロック・レ

ジェンズ
23:00

23:30 23:45～マイケル・ジャク

ソン：“キング・オブ・ポッ

プ”の人生1958-2009

23:40～フォー・トップス：ラ

イヴ・イン・ラス・ヴェガス

2006

23:35～CCR：ロック・レジェ

ンズ
23:30

24:00 ビートルズ：青盤ドキュメンタ

リー

ジョン・レノン：スウィート・ト

ロントft.エリック・クラプトン
24:00

24:30 24:46～ポール・マッカート

ニー：スタジオ・ライヴ

24:45～ザ・フー：ロック・レ

ジェンズ
24:30

25:00 25:15～マイケル･ジャク

ソン：マイケルに捧ぐ～ドキ

ュメンタリー

ジェフ・ベック：スタジオ・ライ

ヴ1972 手元アップ

ボブ・ディラン：ダウン・イン・

ザ・フラッド

25:10～★ジュールズ倶楽

部 第272夜▽ピート・タウ

ンゼント、メアリー・J. ブライ

ジ他

シネマタイム#433 デヴィッド・ボウイ：シリアス・

ムーンライト・ツアー1983
25:00

25:30 25:28～ジュールズ倶楽部

第 143 夜▽スティーヴ・ウィ

ンウッド、ジョー・ジャクソン

他

ディープ・パープル：スタジ

オ・ライヴ
25:30

26:00 26:05～マイケル・ジャク

ソン：ポップ・プロフィール

26:15～フラメンコの素晴ら

しき世界～カンテ編～：#40

「アモス・ロドリゲス・レイの

歌」

ホワイトスネイク：ライヴ

2004
26:00

26:30 スティーヴィー・ワンダー：

ロック・レジェンズ

★天使のコーラス#181 サミー・ヘイガーのロックン

ロール・ロード・トリップ#5

「グラミー・ミュージアム

ベック：スタジオ・ライヴ 26:30

27:00 ビートルズ：赤盤ドキュメン

タリー

ウッドストック・ダイアリー

1969 DAY 3

バング・ユア・ヘッド・フェス

ティバル2006

洋モノ#61：デュエット おんがく白書：猫 Live Lab.#33：吉本章紘カル

テット

フロム・ザ・ベースメント・ラ

イヴ #3▽ベック、ジャーヴィ

ス・コッカー他

27:00

27:30 27:45～楽器教則 27:30


