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4:00 ベン・クウェラー：ライヴ～

ビューティフル・ノイズ～

#18

3:50～80年代洋楽名曲セ

レクション

4:05～ビル・フリゼール：ソ

ロ・ジャズ・セッション

コンスタンティンズ：ライヴ～

ビューティフル・ノイズ～

OTHER VOICES～ #14▽

ジェリー・フィッシュ＆ザ・マ

ッドバグ・クラブ

プリンス・トラスト・コンサー

ト2011▽ボーイ・ジョージ、

ピート・タウンゼント、ジュリ

アン・レノン他

ロベン・フォード：ライヴ・アッ

ト・ニューモーニング2008

#2

4:00

4:30 OTHER VOICES～ #15▽

パディ・ケイシー
4:30

5:00 ファイスト：ライヴ～ビュー

ティフル・ノイズ～

4:50～ホイットニー・ヒュー

ストン：ウィー・ウィル・オール

ウェイズ・ラヴ・ユー

ジョン・アバークロンビー：ソ

ロ・ジャズ・セッション

ブラック・エンジェルズ：ライ

ヴ～ビューティフル・ノイズ～

OTHER VOICES～ #17/ロ

ドリーゴ・イ・ガブリエーラ

マイク・スターン：ライヴ・アッ

ト・ニューモーニング2008

#2

5:00

5:30 OTHER VOICES～ #18/グ

レン・ハンサード

5:40～ザ・フー：ロック・レジ

ェンズ
5:30

6:00 ロン・セクスミス：ライヴ～

ビューティフル・ノイズ～

ジャネット・ジャクソン：ポッ

プ・プロフィール

5:50～グレッグ・オズビー＆

ジョン・アバークロンビー：ソ

ロ・ジャズ・セッション

ザ・スティルズ：ライヴ～ビュ

ーティフル・ノイズ～

OTHER VOICES～ #19/ジ

ミー・ケイク

6:10～MA

HEADLINES#325

ジョン・スコフィールド：ライ

ヴ・アット・ニューモーニング

2010 #1

6:00

6:30 マイケル・ジャクソン：インサ

イド・ストーリー

6:40～カート・ローゼンウィ

ンケル：ソロ・ジャズ・セッショ

ン

OTHER VOICES～ #20/ハ

ンサム・ファミリー

レッド・ツェッペリン：ファース

ト・アルバム
6:30

7:00 ピーター・エルキャス：ライ

ヴ～ビューティフル・ノイズ

ヴォックストロット：ライヴ～

ビューティフル・ノイズ～

ジョン・ラングフォード：ライヴ

～ビューティフル・ノイズ～

アル・フォスター・クインテッ

ト：ライヴ・アット・ニューモー
7:00

7:30 7:40～マイケル・ジャクソ

ン：ヒストリー“キング・オブ・

ポップ”1958-2009

バッド・プラス：ライヴ・アッ

ト・ニューモーニング

7:40～ジミ・ヘンドリックス：

ヴードゥー・チャイルド
7:30

8:00 ジョエル・プラスケット：ラ

イヴ～ビューティフル・ノイ

ズ～

パイロット・スピード：ライヴ

～ビューティフル・ノイズ～

ジム・ホワイト：ライヴ～ビュ

ーティフル・ノイズ～#39

ジョー・ザヴィヌル・シンジケ

ート：ライヴ・アット・ニューモ

ーニング 2004

8:00

8:30 ブラック・サバス：スタジオ・

ライヴ
8:30

9:00 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 サンタナ：スタジオ・ライヴ 情報番組 9:00
9:30 シネマタイム#433 レッド・ツェッペリン：ファー

スト・アルバム

ビートルズ：IMPACT～世界を

変えた1曲～「抱きしめたい」

マット・ウィルソン：ソロ・ジャ

ズ・セッション

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

情報番組 チック・コリア＆フレンズ：ラ

イヴ・イン・ミュンヘン1992
9:30

10:00 グレイス・ポッター&ザ・ノ

クターナルズ：ライヴ～ビュ

ーティフル・ノイズ～

ビートルズ：イン・アメリカ 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

10:00
10:30 10:35～レッド・ツェッペリ

ン：名盤『Ⅳ』制作秘話

情報番組 情報番組 10:30

11:00 情報番組 11:05～ビートルズ：Parting

Ways～それぞれの道 ビート

ルズ解散後の軌跡～

アイアン・メイデン：ロック・レ

ジェンズ

シネマタイム#434 11:00

11:30 マイケル・ジャクソン：ファイ

ナル・ワード

11:33～レッド・ツェッペリ

ン：名盤『フィジカル・グラフィ

ティ』制作秘話

ヴァッケン・オープン・エア

2014～ブラック・メタル・パ

ッケージ～

ハービー・ハンコック：ライ

ヴ・アット・オーネ・フィルター
11:30

12:00 情報番組 情報番組 12:15～モダン・ジャズ・カル

テット：ライヴ・イン・ベルギー

1961 Part1

12:00

12:30 ジュールズ倶楽部 第253夜

▽シェリル・クロウ、ヘヴン

17他

情報番組 エリック・クラプトン出演！ジ

ュールズ倶楽部 第255夜

情報番組 12:45～モダン・ジャズ・カル

テット：ライヴ・イン・ベルギー

1961 Part2

12:30

13:00 マイケル・ジャクソン：ディ

ボーション

13:05～ジミー・ペイジ＆ロ

バート・プラント：スタジオ・

ライヴ

ポール・マッカートニー出演！

ジュールズ倶楽部254夜

ジュールズ倶楽部 第256夜

▽ブライアン・フェリー、スラ

ッシュ他

13:15～ジェリー・マリガン：

ライヴ・イン・ニューヨーク

1981

13:00

13:30 情報番組 シェリル・クロウ：ライヴ・イ

ン・シカゴ2004 #2

13:35～クリーム：クラシッ

ク・アーティスト・シリーズ
13:30

14:00 デュラン・デュラン：ロック・

レジェンズ

ジュールズ倶楽部 第252

夜▽シンディ・ローパー、ジ

ョン・レジェンド他

14:05～ポール・マッカート

ニー：ゴーイング・アンダーグ

ラウンド

14:05～ジョン・レノン：愛こ

そはすべて

14:15～マイルス・デイヴィ

ス：ミュンヘン・ライヴ1988
14:00

14:30 14:45～プリンス・トラス

ト・コンサート2011▽ボー

イ・ジョージ、ピート・タウン

ゼント、ジュリアン・レノン

他

エリック・クラプトン：ライヴ・

アット・ NEC 1986
14:30

15:00 15:05～シンディ・ローパー：

ライヴ・アット・フロント＆セ

ンター2014

15:00
15:30 ピーター・フランプトン：ライ

ヴ・アット・シカゴ2006 #1

ジミ・ヘンドリックス：ヴィデオ

グラフィー

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
15:30

16:00 マドンナ：名盤『ライク・ア・ヴ

ァージン』制作秘話
16:00

16:30 16:25～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

ピーター・フランプトン：ライ

ヴ・アット・シカゴ2006 #2

16:40～ビリー・ジョエル：ラ

イヴ・アット・ミュージックラ

ーデン1978

16:35～MR.BIG：グループ・

ポートレイト

ジョン・レノン：メッセンジャ

ー

情報番組 16:30

17:00 カイリー・ミノーグ：ポップ・

プロフィール

Live Lab.#87： 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 ピンク・フロイド：シド・バレ

ット・ストーリー

ジュールズ倶楽部 第47夜

▽マニック・ストリート・プリ

ーチャーズ、フーティ＆ザ・ブ

ロウフィッシュ、サリフ・ケイ

タ他

ジュールズ倶楽部 第48夜

▽オーシャン・カラー・シーン

他

ジュールズ倶楽部 第52夜

▽クーラ・シェイカー、ジャク

ソン・ブラウン、ジョー・コッ

カー他

ジュールズ倶楽部 第62夜

▽プライマル・スクリーム、ス

ザンヌ・ヴェガ、プラシーボ他

ジュールズ倶楽部 第70夜

▽スピリチュアライズド、バ

ーナード・バトラー他

★MA HEADLINES#326 18:00

18:30 18:20～T.REX：スタジオ・ラ

イヴ
18:30

19:00 19:15～クロスビー・ステ

ィルス・ナッシュ＆ヤング：

ロック・レジェンズ

19:05～ザ・フー：ロック・レ

ジェンズ

19:10～MA

HEADLINES#325

イーグルス：ロック・レジェン

ズ

フロム・ザ・ベースメント・ラ

イヴ #4▽ソニック・ユース、

ホセ・ゴンザレス他

ビーチ・ボーイズ：ロック・レ

ジェンズ

18:45～デヴィッド・ボウイ：

ミュージックラーデン・ライヴ

1978

19:00

19:30 19:45～ビージーズ：ロッ

ク・レジェンズ

ザ・フー：BEAT CLUBセレク

ション

★シネマタイム#434 ★サミー・ヘイガーのロック

ンロール・ロード・トリップ#6

「カボ・ワボ」ゲスト：ザ・サー

クル

ビーチ・ボーイズ：BEAT

CLUB セレクション

イギー・ポップ：ロック・レジェ

ンズ
19:30

20:00 ポール・マッカートニー：都市

伝説の真実

マイケル・ジャクソン：ライフ、

デス＆レガシー

AC/DC：名盤『地獄のハイウ

ェイ』制作秘話

ブラック・サバス：ロック・レ

ジェンズ

ジェフ・ベック：スタジオ・ライ

ヴ1972

ダリル・ホール＆ジョン・オー

ツ：ライヴ・アット・ミュージッ

クラーデン1977

20:00

20:30 ジャクソンズ：ミュージック

ラーデン・ライヴ

【マイルス・デイヴィス命日特

集】

★マイルス・デイヴィス：ミュ

ンヘン・ライヴ1988

20:40～Run-D.M.C.：

IMPACT～世界を変えた1曲
20:30

21:00 ジョージ・クリントン＆パー

ラメント／ファンカデリッ

ク：ライヴ・アット・AVO セッ

ション 2009

21:15～クイーン：ヒストリー

1973-1980

21:05～ABBA：ロック・レジ

ェンズ

21:05～ピーター・ガブリエ

ル：ロック・レジェンズ
21:00

21:30 21:45～ビリー・ジョエル：ブ

ロードキャスティング・ライ

ヴ

21:20～ポリス：ロック・レジ

ェンズ
21:30

22:00 サンタナ：ロック・レジェン

ズ

21:50～ジョージ・ハリスン：

アップ・クローズ＆パーソナ

ル

21:50～ジェネシス：ライヴ・

イン・ベルギー 1972

21:50～キッス：ロック・レジ

ェンズ
22:00

22:30 22:25～ママス＆パパス：

ロック・レジェンズ

カーティス・メイフィールド：

ライヴ・アット・オーネ・フィ

ルター1990

22:45～ヴァン・ヘイレン：ロ

ック・レジェンズ

22:20～ドクター・ジョン：ラ

イヴ・アット・バロワーズ・セ

ッション2014

22:35～ニルヴァーナ：

IMPACT～世界を変えた1曲

～「スメルズ・ライク・ティー

ン・スピリット」

22:30

23:00 22:50～イーグルス：デス

ペラード

エリック・クラプトン：70’sク

ロニクル

エアロスミス：ロック・レジェ

ンズ

22:50～ジャクソン・ブラウ

ン：ライヴ・イン・シカゴ2009
23:00

23:30 トム・ペティ＆ザ・ハートブレ

イカーズ：ライヴ・イン・ゲイン

ズビル 2006

マドンナ：名盤『ライク・ア・ヴ

ァージン』制作秘話

23:35～レッド・ホット・チリ・

ペッパーズ：ライヴ・フロム・

ザ・ベースメント2011

スティーヴィー・レイ・ヴォー

ン：テキサス・ブルースマンの

伝説

23:30

24:00 ★Live Lab.#87： 23:50～プリンス：ロック・レ

ジェンズ
24:00

24:30 24:35～プリテンダーズ：ラ

イヴ・アット・コーンベリー・フ

ェスティバル2006

★LIVE ダブリンの街角で～

OTHER VOICES～ #24/デ

クラン・オルーク

ガンズ＆ローゼズ：ロック・レ

ジェンズ
24:30

25:00 PRISM 30th LIVE ポール・ウェラー：スタジオ・

ライヴ

シネマタイム#434 25:15～チープ・トリック：ラ

イヴ・アット・フロント＆セン

ター2010

25:00

25:30 ラモーンズ：スタジオ・ライヴ 25:25～バディ・ガイ：ライヴ・

アット・オーネ・フィルター

1991

稲垣潤一 25周年記念ライ

ヴ: EDGE OF TIME
25:30

26:00 ジェフ・ベック：スタジオ・ラ

イヴ 1972 手元アップス

ペシャル

26:05～アース・ウインド＆

ファイアー：ロック・レジェン

ズ

NOFX：ライヴ・アット・ハリケ

ーン・フェスティバル 2015

26:15～フラメンコの素晴ら

しき世界～カンテ編～：#41

「チョコラーテの歌」

26:10～ディープ・パープル：

スタジオ・ライヴ
26:00

26:30 東京03角田＆ゆってぃの

ぶらり作曲の旅#80

★天使のコーラス#182 東京 03角田＆ゆってぃのぶ

らり作曲の旅#80

ボズ・スキャッグス：スタジ

オ・ライヴ

イエス：スタジオ・ライヴ 26:30

27:00 ABBA：ロック・レジェンズ プログレ特集 ハリケーン・フェスティバル

2014

洋モノ#62：サイケデリック・

サウンド

おんがく白書：上田正樹 Live Lab.#34：GOO PUNCH! ナイス＆エマーソン・レイク＆

パーマー：スタジオ・ライヴ
27:00

27:30 27:45～楽器教則 27:20～プロコル・ハルム：ラ

イヴ・イン・ベルギー 1973
27:30


