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4:00 3:45～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

MIDNIGHT JAM#2▽ゲスト：

Shiho

ジェームス・ブラッド・ウルマ

ー：ソロ・ジャズ・セッション

OTHER VOICES～ #18/グ

レン・ハンサード

4:20～マイケル･ジャクソン：

マイケルに捧ぐ～ドキュメン

タリー

3:45～Live Lab.#47：宮崎隆

睦グループ
4:00

4:30 4:40～ポール・マッカート

ニー：スタジオ・ライヴ

Live Lab.#77：Ｃlops with

Chia
4:30

5:00 4:55～ジョン・レノン：愛こ

そはすべて

ラリー・カールトン＆ロベン・フ

ォード：ライヴ・アット・ニューモ

ーニング2006

MIDNIGHT JAM#3▽ゲスト：

中川晃教

バディ・マイルス：ライヴ・アッ

ト・ニューモーニング 1995

OTHER VOICES～ #19/ジ

ミー・ケイク

5:10～マイケル・ジャクソン：

アース・ソング

5:15～TRI HORN

BUFFALO LIVE！
5:00

5:30 OTHER VOICES～ #20/ハ

ンサム・ファミリー
5:30

6:00 ロベン・フォード：ライヴ・アッ

ト・ニューモーニング2008 #2

MIDNIGHT JAM#4▽ゲスト：

渡辺香津美

5:55～パパ・チャビー ：ライ

ヴ・アット・ニューモーニング

2004

OTHER VOICES～ #21/ル

カ・ブルーム

6:05～MA

HEADLINES#333

6:15～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

6:00

6:30 6:20～リンゴ・スター＆ヒ

ズ・オールスター・バンド：ラ

イヴ・アット・グリーク・シア

ター1989

OTHER VOICES～ #22/

ザ・ティコ・ブラーエ（ティコ

ノート）

新着MV（仮） 6:30

7:00 ラリー・カールトン＆ロベン・フ

ォード出演！オートゥール・ドゥ・

ブルース：ライヴ・アット・ニュー

モーニング2006

MIDNIGHT JAM#6▽日野

“JINO”賢二 JINO JAM SP

ビッグ・エド・サリヴァン：ライ

ヴ・アット・ニューモーニング

2003

OTHER VOICES～ #23/カ

ーラ・ディロン

マイケル・ジャクソン：ライフ、

デス＆レガシー

7:05～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

7:00

7:30 OTHER VOICES～ #24/デ

クラン・オルーク
7:30

8:00 7:50～イーグルス：デスペ

ラード

ケヴィン・ブレイト：ソロ・ジャ

ズ・セッション

ピエール・ボサーゲ・カルテ

ット：ライヴ・アット・ニューモ

ーニング2003

パトリック・ヴァーベク：ライ

ヴ・アット・ニューモーニング

OTHER VOICES～ #25/カ

ラン・ケイシー

8:15～マイケル・ジャクソン：

ヒストリー“キング・オブ・ポ

ップ”1958-2009

8:05～ジャズ・レジェンズ・

ライヴ！#5▽ステップス・ア

ヘッド、ビリー・コブハム他

8:00

8:30 OTHER VOICES～ #26/タ

ーン
8:30

9:00 情報番組 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～

情報番組 情報番組 OTHER VOICES～ #27/ビ

ック・ルンガ他

情報番組 9:00

9:30 シネマタイム#441 9:29～エリック・クラプトン：

70’s クロニクル

フィリップ・ペトルチアーニ：

ライヴ・アット・ニューモーニ

ング2003

情報番組 9:35～ジャネット・ジャクソ

ン：ポップ・プロフィール

LIVE ダブリンの街角で～

OTHER VOICES～ #28/マ

ーク・ラネガン他

9:30

10:00 ケニー・ワーナー・トリオ：ラ

イヴ・アット・ニューモーニ

ング2003

情報番組 カーペンターズ：ロック・レジ

ェンズ

情報番組 10:00

10:30 10:29～エリック・クラプトン：

60’s クロニクル

情報番組 ノラ・ジョーンズ：ライヴ・アッ

ト・フロント＆センター2010

10:29～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

アイアン・メイデン：ロック・レ

ジェンズ
10:30

11:00 11:05～ブラッド・メルド

ー：ソロ・ジャズ・セッション

マーク・ノップラー：ライヴ・イ

ン・ロンドン 2009

シネマタイム#442 11:00

11:30 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

ディオンヌ・ワーウィック：ライ

ヴ・イン・ベルギー1964

NOFX：ライヴ・アット・ハリケ

ーン・フェスティバル2015
11:30

12:00 情報番組 サンタナ：ロック・レジェンズ ポリス：ロック・レジェンズ 情報番組 12:00

12:30 ビートルズ：ディスティネー

ション・トゥ・ハンブルグ

情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 ジュールズ倶楽部 第16夜

▽ザ・キンクス、エイミー・マ

ン他

情報番組 12:30

13:00 13:15～ビートルズ：アッ

プ・クローズ＆パーソナル

ジュールズ倶楽部 第12夜▽

レナード・コーエン、アズテッ

ク・カメラ、ジェリーフィッシュ、

シャラ・ネルソン「インサイド・

アウト」、ロディ・フレイム

ジュールズ倶楽部 第13夜

▽ロバート・プラント、ティー

ンエイジ・ファンクラブ他

ジュールズ倶楽部 第14夜

▽スウェード、ソウル・アサイ

ラム、フィッシュボーン、ブラ

イアン・フェリー他

ジュールズ倶楽部 第15夜

▽ザ・ザ、ジェイホークス、チ

ャカデマス、チャールズ・アン

ド・エディ、Black Umfolosi、マ

リア・マッキー＆ジェイホーク

ス

MUSE：ロック・レジェンズ 13:00

13:30 ローリング・ストーンズ物語 13:25～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

13:30

14:00 レナード・コーエン：ロック・レ

ジェンズ

レッド・ツェッペリン：オン・

ザ・レコード

13:50～デヴィッド・ボウイ：

シリアス・ムーンライト・ツア

ー1983

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

14:00

14:30 ビートルズ：フロム・ザ・ビギ

ニング・トゥ・ジ・エンド

ボブ・ディラン：ダウン・イン・

ザ・フラッド

ローリング・ストーンズ：60’s

クロニクル#1
14:30

15:00 レッド・ツェッペリン：ファース

ト・アルバム
15:00

15:30 ビートルズ：スウィンギング

60’s

15:20～クイーン：ヒストリー

1980-1991

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

15:30
16:00 16:05～レッド・ツェッペリ

ン：名盤『Ⅳ』制作秘話

ローリング・ストーンズ：60’s

クロニクル#2
16:00

16:30 ビートルズ：マジカル・ミス

テリー・ツアー・メモリーズ

ウッドストック・ダイアリー

1969 DAY 3

16:40～ガンズ＆ローゼズ：

ロック・レジェンズ

16:25～ビートルズ：イン・ア

メリカ
16:30

17:00 17:05～ジミー・ペイジ＆ロ

バート・プラント：スタジオ・ラ

イヴ

17:10～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

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 情報番組 17:30

18:00 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

ジュールズ倶楽部 第115夜

▽マニック・ストリート・プリー

チャーズ、ニック・ケイヴ＆ザ・

バッド・シーズ、シャギー他

ジュールズ倶楽部 第116夜

▽ジェイムス、ネリー・ファー

タド他

ジュールズ倶楽部 第117夜

▽ドクター・ジョン、ニック・

ロウ、PJ ハーヴェイ、ケリス、

スピリチュアライズド他

ジュールズ倶楽部 第119夜

▽ジャック・ブルース、サム・

ムーア、パルプ、イールズ他

ジュールズ倶楽部 第120夜

▽アリシア・キーズ、トラヴィ

ス、マーキュリー・レヴ他

★MA HEADLINES#334 18:00

18:30 ポール・マッカートニー：都市

伝説の真実
18:30

19:00 19:05～エルヴィス・プレスリ

ー：ブロードキャスティング・ラ

イヴ

19:05～MA

HEADLINES#333

19:05～ケシャ：ポップ・プロ

フィール

19:05～クリーム：ロック・レ

ジェンズ

19:05～ビヨンセ：ポップ・プ

ロフィール
19:00

19:30 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

★シネマタイム#442 ★サミー・ヘイガーのロック

ンロール・ロード・トリップ2

クリーム：世界初のスーパー

グループを作った男たち

東京03角田＆ゆってぃのぶ

らり作曲の旅#80
19:30

20:00 20:10～エルヴィス・プレスリ

ー：IMPACT～世界を変えた1

曲～「ハートブレイク・ホテル」

カーリー・レイ・ジェプセン：ロ

ンドン・ライヴ2013

80年代洋楽名曲セレクショ

ン

クイーン：ヒストリー

1973-1980

20:10～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

20:00

20:30 20:35～ビーチ・ボーイズ：ロッ

ク・レジェンズ

20:25～テイラー・スウィフ

ト：ジャスト・フォー・ユー

クリーム：クラシック・アーテ

ィスト・シリーズ
20:30

21:00 ビリー・ジョエル：ライヴ・アッ

ト・ミュージックラーデン1978

★INXS：ロック・レジェンズ 21:10～ジョン・レノン：ワン・

トゥ・ワン・コンサート
21:00

21:30 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

21:25～カルヴィン・ハリス：

360セッションズ

21:45～カイリー・ミノーグ：

ポップ・プロフィール

21:45～フレディ・マーキュ

リー：ヒストリー

1946-1991

21:30

22:00 21:55～ジュールズ倶楽部 第

172 夜▽サンタナ、ポール・ウ

ェラー、シェリル・クロウ、シガ

ー・ロス、ジョン・ケイル他

21:50～ジュールズ倶楽部

第173夜▽ショーン・ポー

ル、ベイビーシャンブルズ、テ

キサス他

22:10～ケイティ・ペリー：ロ

ンドン・ライヴ 2010

ジョン・レノン：メッセンジャ

ー
22:00

22:30 ロリー・ギャラガー：ライヴ・イ

ン・ロンドン1972
22:30

23:00 野口五郎：ライヴ 22:55～ボブ・マーリー＆ザ・

ウェイラーズ：伝説のライヴ

ジュールズ倶楽部 第 174

夜▽デヴィッド・グレイ、ザ・

ナショナル他

ジュールズ倶楽部 第175夜

▽パール・ジャム、ジェイミ

ー・フォックス他

22:55～デヴィッド・ボウイ・

ヒストリー1969-1971

ジョン・レノン＆ジョージ・ハ

リスン：ギター・ジェントリー・

ウィープス

23:00

23:30 23:30

24:00 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

1973-1980

クリーム＆デラニー＆ボニー＆

フレンズ：ビートクラブ・ライヴ

ドクター・ジョン：ライヴ・アッ

ト・バロワーズ・セッション

2014

ロン・セクスミス：ライヴ～ビ

ューティフル・ノイズ～

★LIVE ダブリンの街角で～

OTHER VOICES～ #28/マ

ーク・ラネガン他

ビートルズ：Parting Ways～

それぞれの道 ビートルズ解

散後の軌跡～

ピーター・フランプトン：ライ

ヴ・アット・シカゴ2006 #1
24:00

24:30 24:17～デュアン・オールマン：

ソング・オブ・ザ・サウス
24:30

25:00 25:15～ジョニー・ウィンタ

ー：ライヴ・アット・ミュージッ

クラーデン1974

エド・シーラン：ポップ・プロフ

ィール

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」

シネマタイム#442 ピーター・フランプトン：ライ

ヴ・アット・シカゴ2006 #2
25:00

25:30 25:23～ナイル・ホーラン：イ

ンサイド・アウト

25:25～フー・ファイターズ：

ロック・レジェンズ

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

25:30

26:00 ノース・ミシシッピ・オールス

ターズ：ライヴ～ビューティフ

ル・ノイズ～

25:55～イギー・ポップ：ロッ

ク・レジェンズ

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

26:00

26:30 シネマタイム アニメ版 ★天使のコーラス#189 新着MV（仮） 26:20～フラメンコの素晴ら

しき世界～カンテ編～：#47

「トリアーナ」

26:30

27:00 ジョージ・ベンソン：ライヴ・

アット・ミュージックラーデ

ン1977

MIDNIGHT JAM#1▽ゲスト：

日野皓正

ラッキー・ピーターソン：ライ

ヴ・アット・ニューモーニング

2004

洋モノ#71：コンセプトアル

バム

おんがく白書ライヴ：晃（元フ

ィンガー５）

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

27:00

27:30 Live Lab.#42：jaja 27:30


