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4:00 アルバート・リー：ライヴ・ア

ット・ニュー・モーニング

OTHER VOICES～ #13/ロ

ーナン・オ・スノディ他

ロリー・ギャラガー：ライヴ・ア

ット・オーネ・フィルター

1990

3:45～キッス：ロック・レジェ

ンズ

SFジャズ・コレクティブ：ライ

ヴ・アット・ニューモーニング

2010 #1

マイケル・ジャクソン：アース・

ソング

ビートルズ：ジャーニー 4:00

4:30 OTHER VOICES～ #14/ジェ

リー・フィッシュ＆ザ・マッドバ

グ・クラブ

エアロスミス：ロック・レジェ

ンズ
4:30

5:00 ピーター・フランプトン：ラ

イヴ・アット・シカゴ 2006

Pt.1

OTHER VOICES～ #15/パ

ディ・ケイシー

5:05～ケリー・ジョー・ フェ

ルプス：ソロ・ジャズ・セッショ

ン

エアロスミス：スタジオ・ライ

ヴ

SFジャズ・コレクティブ：ライ

ヴ・アット・ニューモーニング

2010 #2

マイケル・ジャクソン：インサ

イド・ストーリー
5:00

5:30 OTHER VOICES～ #16/シ

ンプル･キッド

5:15～クイーン：ヒストリー

1973-1980

ビートルズ：赤盤ドキュメンタ

リー
5:30

6:00 ピーター・フランプトン：ラ

イヴ・アット・シカゴ 2006

Pt.2

OTHER VOICES～ #17/ロド

リーゴ・イ・ガブリエーラ

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～

マーク・ターナー：ソロ・ジャ

ズ・セッション

6:10～MA

HEADLINES#317
6:00

6:30 OTHER VOICES～ #18/グ

レン・ハンサード

ボブ・ディラン：ダウン・イン・

ザ・フラッド

6:35～ビートルズ：青盤ドキ

ュメンタリー
6:30

7:00 ビートルズ：赤盤ドキュメン

タリー

ローリング・ストーンズ：ヒスト

リー1975-1983～ロン・ウッ

ド・イヤーズ～

ケヴィン・ブレイト：ソロ・ジャ

ズ・セッション

クイーン：ヒストリー

1980-1991

ミッシェル・フェルナンデス：

ライヴ・アット・ニューモーニ

ング2003

7:00

7:30 ジミ・ヘンドリックス：スマッシ

ュ・ヒッツ
7:30

8:00 8:05～ビートルズ：青盤ド

キュメンタリー

ジェームス・ブラッド・ウルマ

ー：ソロ・ジャズ・セッション

ロスコー・ミッチェル：ソロ・ジ

ャズ・セッション
8:00

8:30 8:20～フレディ・マーキュリ

ー：ヒストリー1946-1991

クリーデンス・クリアウォータ

ー・リバイバル：ロック・レジェ

ンズ

8:25～ジミ・ヘンドリックス：

ラスト・デイ
8:30

9:00 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 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

9:00

9:30 シネマタイム#425 ローリング・ストーンズ：キー

ス・リチャーズ・ストーリー

ビートルズ：イン・アメリカ 情報番組 フランク・シナトラ：伝説のコ

ンサート

情報番組 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

シーズン1#2

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

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～

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

10:00

10:30 情報番組 10:35～ジョン・レノン：愛こ

そはすべて

10:20～トニー・ベネット：伝

説のコンサート
10:30

11:00 ヴァン・ヘイレン：ロック・レ

ジェンズ

情報番組 11:10～カーペンターズ：ロ

ック・レジェンズ

情報番組 シネマタイム#426 11:00

11:30 11:45～クイーン：ヒストリ

ー 1973-1980

チャック・ベリー：IMPACT～世

界を変えた1曲～

ジョージ・ハリスン：アップ・ク

ローズ＆パーソナル

11:35～ビートルズ：Parting

Ways～それぞれの道 ビート

ルズ解散後の軌跡～

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

情報番組 11:30

12:00 情報番組 モンキーズ：ロック・レジェン

ズ

ニール・ヤング：ロック・レジェ

ンズ

【プログレ特集！①】

12:00～ピンク・フロイド：ビ

ハインド・ザ・ウォール

13:20～ピンク・フロイド：シ

ド・バレット・ストーリー

14:25～ピンク・フロイド：名

盤『おせっかい』制作秘話

15:30～ピンク・フロイド：名

盤『ザ・ウォール』制作秘話

16:45～イエス：スタジオ・ラ

イヴ

17:10～ナイス＆エマーソ

ン・レイク＆パーマー：スタジ

オ・ライヴ

12:00

12:30 ジュールズ倶楽部第85夜▽ロ

バート・パーマー、マーキュリ

ー・レヴ、スカンク・アナーシー

情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 12:30

13:00 ジュールズ倶楽部 第86夜

▽ステレオフォニックス、ベ

ス・オートン、テキサス他

ジュールズ倶楽部 第87夜

▽スウェード、ジョン・ケイル、

ガービッジ他

ジュールズ倶楽部 第88夜

▽プリテンダーズ、カーディ

ガンズ、スティーヴ・アール＆

デル・マッカリー他

ジュールズ倶楽部 第89夜

▽ジェイムス、ベン・ハーパー

＆イノセント・クリミナルズ、

ガブリエル他

13:00

13:30 クイーン：ヒストリー

1980-1991

デュラン・デュラン：ロック・レ

ジェンズ
13:30

14:00 14:15～プリンス：ロック・レジ

ェンズ

ザ・フー：BEAT CLUB セレク

ション

ビートルズ：赤盤ドキュメンタ

リー

14:10～ABBA：ロック・レジ

ェンズ

ビートルズ：アップル・レコー

ド秘話
14:00

14:30 ピート・タウンゼント出演！プ

リンス・トラスト・コンサート

2011

14:30

15:00 14:50～フレディ・マーキュ

リー：ヒストリー

1946-1991

マイケル・ジャクソン：ヒストリ

ー“キング・オブ・ポップ”

1958-2009

15:05～ビートルズ：青盤ド

キュメンタリー

ABBA：ミュージックラーデ

ン・ライヴ
15:00

15:30 15:25～ビージーズ：ケッペ

ル・ロード～栄光への道～
15:30

16:00 クイーン出演！プリンス・ト

ラスト・コンサート 2010

16:10～ジミ・ヘンドリック

ス：ヴードゥー・チャイルド

マイケル・ジャクソン：ファイ

ナル・ワード
16:00

16:30 16:20～マイケル・ジャクソン：

インサイド・ストーリー

16:20～ビージーズ：

IMPACT～世界を変えた1曲

16:45～ブラッド・スウェット

＆ティアーズ：ライヴ・アット・

ミュージックラーデン1973

16:30

17:00 16:45～ビージーズ：ロック・

レジェンズ
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 ジェームス・ブラウン物語 ジュールズ倶楽部 第24夜▽

デヴィッド・バーン、コクトー・

ツインズ、シール他

ジュールズ倶楽部 第25夜

▽ボニー・レイット、ジミー・

ヴォーン、ジャー・ウォブル

with ドロレス・オリオーダン

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、ベン・ハーパ

ー他

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

★MA HEADLINES#318 18:00

18:30 【プログレ特集！②】

18:30～★ジェネシス：ライ

ヴ・イン・ベルギー1973

19:00～ピーター・ガブリエ

ル：ロック・レジェンズ

19:45～プリンス・トラスト・

コンサート2010

21:10～プログレ特集

22:15～ジャーマン・プログ

レ特集

22:50～フランク・ザッパ：

70's クロニクル

25:30～フランク・ザッパ：イ

エロー・シャーク ライヴ・イ

ン・フランクフルト1992

27:00～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

18:30

19:00 18:55～伝説のコンサート

#39：ジェームス・ブラウン：

ライヴ・イン・アトランタ

1985

デヴィッド・ボウイ：シリアス・ム

ーンライト・ツアー1983

19:10～MA

HEADLINES#317

シェリル・クロウ：ライヴ・イ

ン・シカゴ2004 #2

19:05～ポール・マッカート

ニー：ゴーイング・アンダーグ

ラウンド

19:05～ブラー：再結成ライ

ヴ・アット・ハイドパーク

2009

19:00

19:30 ★シネマタイム#426 19:30

20:00 19:55～ジェームス・ブラ

ウン＆B.B.キング with マイ

ケル・ジャクソン：ライヴ・イ

ン・ L.A. 1983

★モダン・ジャズ・カルテット：

ライヴ・イン・ベルギー1961

Part1

19:55～エリック・クラプト

ン：60’s クロニクル
20:00

20:30 ビートルズ：Parting Ways～そ

れぞれの道 ビートルズ解散後

の軌跡～

ディジー・ガレスピー：ライヴ・

イン・カリフォルニア1986
20:30

21:00 B.B.キング：ライヴ・アット・

サウンドステージ 2008

21:10～オアシス：スタジオ・

ライヴ
21:00

21:30 クロスオーバー・ライヴ！#27：

スタンリー・ジョーダン

ルイ・アームストロング・トリ

ビュート：オールスター・スウ

ィング＆ジャズ・コンサート

21:40～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

21:40～ジュールズ倶楽部

第117夜▽PJ ハーヴェイ、

ケリス、ドクター・ジョン、スピ

リチュアライズド他

21:30

22:00 21:55～バディ・ガイ：オー

ネ・フィルター・ライヴ

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

22:45～ボブ・マーリー＆ザ・

ウェイラーズ：伝説のライヴ
22:00

22:30 ジュールズ倶楽部 第113夜

▽アッシュ、アナスタシア他

ジュールズ倶楽部 第114夜

▽R.E.M.、オービタル他

22:45～ドクター・ジョン：ラ

イヴ・アット・バロワーズ・セ

ッション 2014

22:30

23:00 エリック・クラプトン：サウ

ス・バンク・ショー1987

23:10～ボブ・マーリー：

IMPACT～世界を変えた1曲
23:00

23:30 23:45～ジョン・メイヤー：

ライヴ・アット・サウンドス

テージ 2004 Part1

23:35～アッシュ：アブソリュ

ート・ライヴ

23:40～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」

23:40～ポリス：ロック・レジ

ェンズ
23:30

24:00 24:05～レディオヘッド：スタ

ジオ・ライヴ

24:10～ポリス：ライヴ・アッ

ト・ミュージックラーデン

1979

23:50～エリック・クラプト

ン：70’s クロニクル

ルイ・アームストロング：伝説

のコンサート
24:00

24:30 24:40～ジョン・メイヤー：

ライヴ・アット・サウンドス

テージ2004 Part2

ハリケーン・フェスティバル

2014

24:45～ノエル・ギャラガー

ズ・ハイ・フライング・バーズ：

ライヴ・アット・ハリケーン・フ

ェスティバル 2015

24:30

25:00 24:50～ポール・マッカート

ニー：都市伝説の真実

ルイ・アームストロング・トリ

ビュート：オールスター・スウ

ィング＆ジャズ・コンサート

25:00

25:30 25:35～カーキ・キング：ビ

ューティフル・ノイズ#36

マイ・モーニング・ジャケット：ビ

ューティフル・ノイズ#22

25:45～コールドプレイ：ロッ

ク・レジェンズ
25:30

26:00 シネマタイム#426 26:00
26:30 東京03角田＆ゆってぃの

ぶらり作曲の旅

★天使のコーラス#174 サミー・ヘイガーのロックン

ロール・ロード・トリップ#2

「ザ・デッド」

東京03角田＆ゆってぃのぶ

らり作曲の旅#80

26:22～フラメンコの素晴ら

しき世界～カンテ編～：#33

「マノロ・カラコール part1」

モダン・ジャズ・カルテット：ラ

イヴ・イン・ベルギー 1961

Part1

26:30

27:00 OTHER VOICES～ #11/

パディ・ケイシー

おんがく白書#14：大澤誉志幸 ヴァン・ヘイレン：ロック・レ

ジェンズ

洋モノ#54：ボサノヴァ in

USA

おんがく白書：遠藤賢司 Live Lab.#26：シェラザード 27:00

27:30 OTHER VOICES～

#12/エメット・ティンレ

イ

27:30
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4:00 ヴァッケン・オープン・エ

ア・フェスティバル2014

“ザ・ヴァッケン2014コン

ピレーション”

OTHER VOICES～ #4▽ダ

ミアン・デンプシー

キャスリーン・エドワーズ：ラ

イヴ～ビューティフル・ノイズ

～

4:05～デュアン・オールマン：

ソング・オブ・ザ・サウス

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

ジミ・ヘンドリックス：バンド・

オブ・ジプシーズ

ビートルズ：ディスティネーシ

ョン・トゥ・ハンブルグ
4:00

4:30 OTHER VOICES～ #5▽ニ

ナ・ ハインズ

4:45～ビートルズ：アップ・ク

ローズ＆パーソナル
4:30

5:00 バング・ユア・ヘッド・フェ

スティバル 2006

OTHER VOICES～ #7▽ジ

ェリー・フィッシュ／キャッテ

ル・ケイネック

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～

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

4:55～ジミ・ヘンドリックス：

ヴードゥー・チャイルド
5:00

5:30 OTHER VOICES～ #8▽マ

ンディ
5:30

6:00 OTHER VOICES～ #9▽マ

リア・ドイル・ケネディ

ザ・ドナス：ライヴ～ビューテ

ィフル・ノイズ～

ビレリ・ラグレーン：ライヴ・ア

ット・ニューモーニング2003

6:10～MA

HEADLINES#318

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

6:00

6:30 OTHER VOICES～ #10▽

マーク・ギアリー

6:20～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

テリー・キャリアー：ライヴ・ア

ット・ニューモーニング

2003

6:30

7:00 ジム・ホワイト：ライヴ～ビュ

ーティフル・ノイズ～#39

プリテンダーズ：スタジオ・ラ

イヴ

7:05～ドクター・ジョン：ライ

ヴ・アット・バロワーズ・セッ

ション2014

スタンリー・ジョーダンク：ラ

イヴ・アット・ニューモーニン

グ2007

7:00

7:30 7:35～ジョン・ラングフォー

ド：ライヴ～ビューティフル・ノ

イズ～

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～

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

7:30

8:00 8:25～メタリカ：スタジ

オ・ライヴ

7:50～ジョエル・プラスケッ

ト：ライヴ～ビューティフル・ノ

イズ～

ジェフ・ベック：スタジオ・ライ

ヴ1972 手元アップスペシ

ャル

8:00

8:30 8:45～エアロスミス：スタ

ジオ・ライヴ

8:40～ピーター・エルキャ

ス：ライヴ～ビューティフル・

ノイズ～#38

ラモーンズ：IMPACT～世界

を変えた1曲～「アイ・ ウォ

ナ・ビー・シデイテッド」

8:20～サミー・プライス：ライ

ヴ・イン・ベルギー1958

クリーム：世界初のスーパー

グループを作った男たち
8:30

9:00 情報番組 ガンズ＆ローゼズ：ロック・レ

ジェンズ

情報番組 9:00

9:30 シネマタイム#426 情報番組 情報番組 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

サンタナ：ロック・レジェンズ 情報番組 9:30

10:00 ブライアン・ウィルソン：ソ

ングライター Part1

1962-1969

マイケル・ジャクソン：ポップ・ マイケル・ジャクソン：ヒスト

リー“キング・オブ・ポップ”

1958-2009

情報番組 10:01～情報番組 ベン・クウェラー：ライヴ～ビ

ューティフル・ノイズ～#18
10:00

10:30 10:25～マイケル・ジャクソ

ン：ライフ、デス＆レガシー

ローリング・ストーンズ：キー

ス・リチャーズ・ストーリー

ビートルズ：IMPACT～世界を

変えた1曲～「抱きしめたい」
10:30

11:00 情報番組 ビートルズ：イン・アメリカ シネマタイム#427 11:00

11:30 11:40～ビージーズ：ロック・

レジェンズ

11:20～マイケル・ジャクソ

ン：インサイド・ストーリー

マイ・モーニング・ジャケット：

ライヴ～ビューティフル・ノイ

ズ～

情報番組 11:30

12:00 12:05～ビーチ・ボーイズ：ロ

ック・レジェンズ

レインボー：ヒストリー 12:00

12:30 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 12:30
13:00 13:15～ブライアン・ウィ

ルソン：ソングライター

Part2 1969-1982

ジュールズ倶楽部 第90夜

▽ジェフ・ベック、シャーラタ

ンズ、オスロ、シェルビィ・リ

ン他

ジュールズ倶楽部 第91夜

▽マッドネス、ペイヴメント、

シェイク・ロー、リチャード・ト

ンプソン他

ジュールズ倶楽部 第92夜

▽ポール・マッカートニー、ト

ラヴィス他

ジュールズ倶楽部 第93夜

▽フー・ファイターズ、イア

ン・ブラウン、ライトニング・

シーズ他

ジュールズ倶楽部 第94夜

▽ベック、オーシャン・カラ

ー・シーン他

13:00

13:30 13:30

14:00 ジェフ・ベック：スタジオ・ライ

ヴ1972

14:05～ボブ・マーリー＆ザ・

ウェイラーズ：伝説のライヴ

14:05～ポール・マッカート

ニー出演！ジュールズ倶楽部

254夜

モーターヘッド：ヒストリー アレサ・フランクリン：

IMPACT～世界を変えた1曲

ホワイトスネイク：ライヴ

2004
14:00

14:30 14:40～ジミ・ヘンドリック

ス：スウィンギング60’s

14:25～ザ・ブルース・ブラ

ザーズ：ライヴ・アット・オー

ネ・フィルター1990

14:30

15:00 15:10～ボブ・マーリー：

IMPACT～世界を変えた1曲

15:10～ポール・マッカート

ニー：都市伝説の真実

キッス：ロック・レジェンズ 15:00

15:30 情報番組 ジミ・ヘンドリックス：フィード

バック

15:35～ジョン・レノン：愛こ

そはすべて

15:45～ジャズ・レジェンズ・

ライヴ！#13▽ブッカー・ T&

ザ・ MG's、サム・ムーア他

15:45～ヴァン・ヘイレン：ロ

ック・レジェンズ
15:30

16:00 伝説のコンサート：西海岸

ロック＆ソウル・クラシッ

ク

AC/DC：名盤『地獄のハイウ

ェイ』制作秘話
16:00

16:30 ジミ・ヘンドリックス：アメリカ

ン・ランディング

16:35～伝説のコンサート：

50 & 60年代ヒット曲

チープ・トリック：ライヴ・アッ

ト・フロント＆センター2010
16:30

17:00 イーグルス：ロック・レジェ

ンズ

ビートルズ：IMPACT～世界を

変えた 1曲～「抱きしめた

い」

16:50～ビリー・ジョエル：ブ

ロードキャスティング・ライヴ
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 ファイヴ・セカンズ・オブ・

サマー：アップ・クロース＆

パーソナル

ジュールズ倶楽部 第44夜

▽デヴィッド・ボウイ、オアシ

ス他

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、ジョ

ー・コッカー、ジャクソン・ブ

ラウン他

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

★MA HEADLINES#319 18:00

18:30 【夏フェス出演者特集！①】

18:30～★カルヴィン・ハリ

ス：360セッションズ

19:00～カルヴィン・ハリス

出演！ジュールズ倶楽部 第

234夜

20:10～★ブラック・アイド・

ピーズ：ロック・レジェンズ

21:00～★ファイヴ・セカン

ズ・オブ・サマー：ポップ・プロ

フィール

21:30～ファイヴ・セカンズ・

オブ・サマー：アップ・クロー

ス＆パーソナル

22:40～カサビアン出演！ジ

ュールズ倶楽部 第230夜

23:45～カサビアン出演！ジ

ュールズ倶楽部 第267夜

24:50～フェニックス出演！

ジュールズ倶楽部 第109夜

18:30

19:00 19:05～ワン・ダイレクシ

ョン：インサイド・ストーリ

ー

19:10～ノエル・ギャラガー

ズ・ハイ・フライング・バーズ：

ライヴ・アット・ハリケーン・フ

ェスティバル2015

18:10～MA

HEADLINES#318

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

ジャクソン・ブラウン：ライヴ・

イン・シカゴ2009

オアシス：スタジオ・ライヴ 19:00

19:30 ★シネマタイム#427 ★サミー・ヘイガーのロック

ンロール・ロード・トリップ#3

「クーパーズタウン」

東京03角田＆ゆってぃのぶ

らり作曲の旅#79
19:30

20:00 20:10～イル・ディーヴォ：

ライヴ・アット・ザ・グリー

ク2006

20:05～ビートルズ：マジカ

ル・ミステリー・ツアー・メモ

リーズ

レインボー：ヒストリー ブラック・サバス：名盤『パラ

ノイド』制作秘話

19:55～イーグルス：デスペ

ラード

★アリアナ・グランデ：ポッ

プ・プロフィール
20:00

20:30 マライア・キャリー：ポップ・プ

ロフィール
20:30

21:00 21:10～伝説のコンサー

ト#37：ルチアーノ・パヴァ

ロッティ

ビートルズ：青盤ドキュメンタ

リー

ザック・ワイルド：ライヴ・アッ

ト・フロント＆センター 2013

21:05～ピーター・フランプ

トン：ライヴ・アット・シカゴ

2006 #1

20:55～マイケル・ジャクソ

ン：アース・ソング
21:00

21:30 21:30

22:00 21:55～ジュールズ倶楽部

第118 夜▽マイケル・マクド

ナルド、ニュー・オーダー、ラ

イアン・アダムス他

21:55～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

ジュールズ倶楽部 121夜▽

ジャミロクワイ、ミューズ、ホ

ワイト・ストライプス、スーパ

ー・ファーリー・アニマルズ他

21:50～ジュールズ倶楽部

第122夜▽ダリル・ホール＆

ジョン・オーツ、ザ・ハイヴス、

メイシー・グレイ、ガービッジ

22:00

22:30 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

22:30

23:00 23:05～アンダーワールド：

ライヴ・アット・フルハウス

1989

クリーム：クラシック・アーテ

ィスト・シリーズ

23:05～ビヨンセ：ポップ・プ

ロフィール

23:05～プリンス：ロック・レ

ジェンズ

22:55～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

23:00

23:30 23:20～フロム・ザ・ベー

スメント・ライヴ #2▽ホ

ワイト・ストライプス、シン

ズ他

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

23:30

24:00 24:15～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

23:50～フロム・ザ・ベース

メント・ライヴ 3 #4▽モービ

ー他

★LIVE ダブリンの街角で～

OTHER VOICES～ #21/ル

カ・ブルーム

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

24:00

24:30 24:39～ブリトニー・スピア

ーズ：ポップ・プロフィール

24:35～ジャネット・ジャクソ

ン：エクスポーズド

ビートルズ：ビッグ・ビート・ボ

ックス
24:30

25:00 25:10～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

マドンナ：パフォーマンス・ヒ

ストリー

24:55～エリック・クラプト

ン：60’s クロニクル

シネマタイム#427 25:00

25:30 25:40～ジャネット・ジャクソ

ン：ポップ・プロフィール

25:20～ビートルズ：マジカ

ル・ミステリー・ツアー・メモ

リーズ

バリー・ホワイト：伝説のコン

サート
25:30

26:00 26:05～フロム・ザ・ベー

スメント・ライヴ #5▽PJ

ハーヴェイ、スーパー・ファ

ーリー・アニマルズ他

26:07～カイリー・ミノーグ：

ポップ・プロフィール

26:05～マイケル・ジャクソ

ン：ディボーション

ハリケーン・フェスティバル

2014
26:00

26:30 ★天使のコーラス#175 26:15～フラメンコの素晴ら

しき世界～カンテ編～：#34
26:30

27:00 フロム・ザ・ベースメント・

ライヴ #6▽ダミアン・ラ

イス、イールズ他

ニーコ・ケース：ライヴ～ビュ

ーティフル・ノイズ～

エリック・クラプトン：バイオ

グラフィー

洋モノ#55：1993年ヒット曲おんがく白書：早川義夫 Live Lab.#27：新東京フォー

クデイズ2

コンスタンティンズ：ライヴ～

ビューティフル・ノイズ～
27:00

27:30 27:45～楽器教則 27:30
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4:00 ブラック・エンジェルズ：ラ

イヴ～ビューティフル・ノイ

ズ～

3:50～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

ジャッキー・テラソン：ソロ・ジ

ャズ・セッション

3:50～バング・ユア・ヘッド・

フェスティバル2005

ハービー・ハンコック：ミュー

ジックラーデン・ライヴ1974

3:50～イーグルス：デスペラ

ード

ジェームス・ブラウン＆B.B.

キング with マイケル・ジャク

ソン：ライヴ・イン・ L.A. 1983

4:00

4:30 4:40～ジャズ・レジェンズ・ライ

ヴ！#7▽リー・リトナー、ガッド・

ギャング、チャック・マンジョー

ネ他

4:30

5:00 ザ・スティルズ：ライヴ～ビ

ューティフル・ノイズ～

ジェラルド・クレイトン：ライ

ヴ・アット・ニューモーニング

2010 #1

5:15～ハービー・ハンコッ

ク：ライヴ・アット・オーネ・フィ

ルター1984

リトル・フィート：ライヴ・アッ

ト・オーネ・フィルター1990

5:05～マイケル・ジャクソン：

ライフ、デス＆レガシー
5:00

5:30 ジャズ・レジェンズ・ライヴ！#9

▽ゲイリー・バートン、デクスタ

ー・ゴードン他

5:30

6:00 ヴォックストロット：ライヴ

～ビューティフル・ノイズ

～

6:10～ジェラルド・クレイト

ン：ライヴ・アット・ニューモー

ニング2010 #2

アース・ウインド＆ファイアー：

ロック・レジェンズ

MA HEADLINES#319 6:00

6:30 6:20～ジャズ・レジェンズ・ライ

ヴ！#11▽デイヴ・グルーシン、

イヴァン・リンス他

6:25～クール＆ザ・ギャング：

ミュージックラーデン・ライヴ

マイケル・ジャクソン：“キン

グ・オブ・ポップ”の人生

1958-2009

6:20～マイケル・ジャクソン：

ディボーション
6:30

7:00 6:55～パイロット・スピー

ド：ライヴ～ビューティフ

ル・ノイズ～

7:10～ジャズ・レジェンズ・ライ

ヴ！#12▽ジョン・ヘンドリック

ス、アーネット・コブ他

ロイ・ハーグローヴ・クインテ

ット：ライヴ・アット・ニューモ

ーニング2007 #1

7:05～モーターヘッド：ヒス

トリー

6:55～マイケル・ジャクソン：

ヒストリー“キング・オブ・ポ

ップ”1958-2009

7:10～プリンス：ロック・レジ

ェンズ
7:00

7:30 7:30

8:00 7:50～スライヴィング・ア

イボリー：ライヴ～ビューテ

ィフル・ノイズ～

ジャズ・レジェンズ・ライヴ！#14

ステップス・アヘッド他

ロイ・ハーグローヴ・クインテ

ット：ライヴ・アット・ニューモ

ーニング 2007 #2

8:15～ビージーズ：ロック・レ

ジェンズ

マイケル･ジャクソン：マイケ

ルに捧ぐ～ドキュメンタリー

シンディ・ローパー：ライヴ・ア

ット・フロント＆センター

2014

8:00

8:30 8:30
9:00 8:50～ブラー：スタジオ・

ライヴ

ランディ・ブレッカー＆ビル・エ

ヴァンス：ライヴ・アット・ニュー

モーニング2003

情報番組 情報番組 情報番組 8:55～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

情報番組 9:00

9:30 シネマタイム#427 ママス＆パパス：ロック・レジ

ェンズ

ヴァッケン・オープン・エア

2014～トゥルー・メタル・パ

ッケージ～

プログレ特集 80年代洋楽名曲セレクショ

ン
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

#3「クーパーズタウン」

情報番組 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

情報番組 10:00

10:30 情報番組 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 10:35～ピンク・フロイド：名

盤『ザ・ウォール』制作秘話

ベニー・グッドマン：伝説のコ

ンサート

情報番組 10:30

11:00 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

ヴァッケン・オープン・エア

2014～ブラック・メタル・パ

ッケージ～

シネマタイム#428 11:00

11:30 11:50～ポール・マッカート

ニー：スタジオ・ライヴ

アンディ・スタットマン：ソロ・

ジャズ・セッション

ピーター・ガブリエル：ロッ

ク・レジェンズ
11:30

12:00 グレッグ・オズビー：ソロ・

ジャズ・セッション

アイアン・メイデン：ロック・レ

ジェンズ

12:10～ディープ・パープル：

スタジオ・ライヴ

12:15～ジェネシス：ライヴ・

イン・ベルギー1973
12:00

12:30 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 12:45～クイーン出演！プリ

ンス・トラスト・コンサート

2010

12:30
13:00 情報番組 情報番組 ジュールズ倶楽部 第 96夜

▽デヴィッド・ボウイ、エラス

ティカ、ダイアナ・クラール他

ジュールズ倶楽部 第97夜

▽ポール・ウェラー、モロコ、

カースティー・マッコール他

ジュールズ倶楽部 第98夜

▽デヴィッド・グレイ、デス・イ

ン・ベガス、イーグル・アイ・チ

ェリー他

ジュールズ倶楽部 第99夜

▽エリック・クラプトン＆ボ

ビー・ウィットロック他

13:00

13:30 プラターズ＆フレンズ：伝

説のコンサート

ジュールズ倶楽部 第95夜▽

スーパーグラス、ロバート・クレ

イ他

13:30

14:00 14:10～デヴィッド・ボウイ：

シリアス・ムーンライト・ツア

ー 1983

14:05～スタイル・カウンシ

ル：ライヴ・アット・フルハウス

1987

14:05～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

14:05～エリック・クラプト

ン：70’s クロニクル

14:15～エリック・クラプト

ン：ライヴ・アット・NEC 1986
14:00

14:30 フォー・トップス：ライヴ・イ

ン・ラス・ヴェガス2006

14:35～デュラン・デュラン：ロ

ック・レジェンズ
14:30

15:00 14:50～ポリス：ロック・レジ

ェンズ

15:15～デュアン・オールマ

ン：ソング・オブ・ザ・サウス
15:00

15:30 15:35～スタイリスティッ

クス：ライヴ・イン・ヴァージ

ニア2005

15:20～ピート・タウンゼント出

演！プリンス・トラスト・コンサー

ト2011

15:40～ジョン・レノン：レア

＆アンシーン

15:15～ポリス：ライヴ・アッ

ト・ミュージックラーデン

1979

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 15:50～ビートルズ：イン・ア

メリカ
16:00

16:30 16:35～ハワード・テイト：

ライヴ・アット・ニューモー

ニング 2003

16:40～エリック・クラプト

ン：サウス・バンク・ショー

1987

16:30

17:00 ザ・フー：ロック・レジェンズ マイケル・ジャクソン：ポップ・

プロフィール

カーペンターズ：ロック・レジ

ェンズ
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 【夏フェス出演者特集！②】

18:00～★フー・ファイタ

ーズ：ロック・レジェンズ

18:30～フー・ファイター

ズ出演！ジュールズ倶楽部

第61夜

19:40～フー・ファイター

ズ出演！ジュールズ倶楽部

第93夜

20:40～フー・ファイター

ズ出演！ジュールズ倶楽部

第138 夜

21:50～フー・ファイター

ズ＆ブラック・アイド・ピー

ズ出演！ジュールズ倶楽部

第163 夜

22:55～フー・ファイター

ズ出演！ジュールズ倶楽部

第238 夜

24:05～★ケシャ：ポップ・

プロフィール

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

ジュールズ倶楽部 第71夜

▽ジョージ・ベンソン、ジェイ

ムス他

マドンナ：パフォーマンス・ヒ

ストリー

ジュールズ倶楽部 第 72 夜

▽レニー・クラヴィッツ、パル

プ他

ジュールズ倶楽部 第75夜

▽ジーザス＆メリーチェイ

ン、トーリ・エイモス他

★MA HEADLINES#320 18:00

18:30 クリーム：ヒストリー 18:30

19:00 ビーチ・ボーイズ：ロック・レジェ

ンズ

MA HEADLINES#319 19:10～マドンナ：名盤『ライ

ク・ア・ヴァージン』制作秘話

19:10～リヴィング・カラー：

ライヴ・アット・ニューモーニ

ング 2007 #1

19:05～ドアーズ：ロック・レ

ジェンズ
19:00

19:30 ママス＆パパス：ロック・レジェ

ンズ

★シネマタイム#428 ローリング・ストーンズ：ヒス

トリー1975-1983～ロン・

ウッド・イヤーズ～

19:35～クリーム：世界初の

スーパーグループを作った男

たち

19:30

20:00 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

★ジャニス・ジョプリン：ロッ

ク・レジェンズ

20:05～マドンナ：ポップ・プ

ロフィール

20:10～リヴィング・カラー：

ライヴ・アット・ニューモーニ

ング2007 #2

20:00

20:30 ニール・ヤング：ロック・レジェン

ズ

ウッドストック・ダイアリー

1969 DAY 2

【エルヴィス・プレスリー没後

40周年特集！】

20:30～★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」

21:00～エルヴィス・プレス

リー：ブロードキャスティン

グ・ライヴ

22:05～エルヴィス・プレス

リー：’56スペシャル

23:05～エルヴィス・プレス

リー：エルヴィス・オン・エルヴ

ィス

24:30～エルヴィス・プレス

リー：ラスト・デイ

20:35～クリーム：クラシッ

ク・アーティスト・シリーズ
20:30

21:00 20:55～ウッドストック・ダイア

リー1969 DAY 1

ローリング・ストーンズ物語 21:00
21:30 サンタナ：ロック・レジェンズ ガンズ＆ローゼズ：ロック・レ

ジェンズ
21:30

22:00 21:55～ジュールズ倶楽部 第

123 夜▽ザ・シャーラタンズ他

ジュールズ倶楽部 第124夜

▽ボズ・スキャッグス、フィー

ダー、ベル&セバスチャン、ト

ム･ジョーンズ他

ジュールズ倶楽部 第125夜

▽ペット・ショップ・ボーイ

ズ、ダヴズ他

21:55～ジュールズ倶楽部

第126夜▽ステレオフォニッ

クス、バッドリー・ドローン・

ボーイ他

22:00

22:30 クリーム＆デラニー＆ボニー

＆フレンズ：ビートクラブ・ラ

イヴ

22:30

23:00 アッシュ：アブソリュート・ライヴ

1997

23:05～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

23:05～フロム・ザ・ベース

メント・ライヴ3 #6▽シザー・

シスターズ他

ザ・フー：ヒストリー

1964-1968

22:50～ディープ・パープル：

スタジオ・ライヴ
23:00

23:30 23:45～ブリティッシュ・シー・

パワー：ライヴ～ビューティフ

ル・ノイズ～#33

23:10～クイーン：ヒストリー

1973-1980
23:30

24:00 ジミ・ヘンドリックス：ザ・ギタ

ー・ヒーロー

★ジュールズ倶楽部 第271

夜▽コールドプレイ他

24:05～ザ・フー：BEAT

CLUB セレクション
24:00

24:30 アリアナ・グランデ：ポッ

プ・プロフィール

24:45～サム・ロバーツ・バン

ド：ライヴ～ビューティフル・ノイ

ズ～

24:35～ザ・フー：ロック・レ

ジェンズ
24:30

25:00 24:55～ビヨンセ：ポップ・

プロフィール

25:05～コールドプレイ：ロッ

ク・レジェンズ

シネマタイム#428 24:55～クイーン：ヒストリー

1980-1991
25:00

25:30 25:20～マイケル・ジャク

ソン：インサイド・ストーリ

ー

25:40～フロム・ザ・ベースメン

ト・ライヴ 3 #3▽フォスター・

ザ・ピープル他

ジミ・ヘンドリックス：スマッシ

ュ・ヒッツ

マックス・ローチ：ライヴ・アッ

ト・ブルース・アレイ1981

カルヴィン・ハリス：360セッ

ションズ
25:30

26:00 25:50～アリアナ・グランデ：

ポップ・プロフィール

ケシャ：ポップ・プロフィール 26:15～デヴィッド・ボウイ：

チェンジス
26:00

26:30 東京03角田＆ゆってぃの

ぶらり作曲の旅#79

★天使のコーラス#176 サミー・ヘイガーのロックン

ロール・ロード・トリップ#3

「クーパーズタウン」

東京03角田＆ゆってぃのぶ

らり作曲の旅#79

26:20～フラメンコの素晴ら

しき世界～カンテ編～：#35

「アンダルシア以外のフラメ

ンコの歌」

ブリトニー・スピアーズ：ポッ

プ・プロフィール
26:30

27:00 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

マシュー・シップ：ソロ・ジャズ・

セッション

ブラック・サバス：スタジオ・

ライヴ

洋モノ#56：1977 年ヒット

曲

おんがく白書：小坂忠 Live Lab.#28：岩男潤子 ローリング・ストーンズ：ミッ

ク・ジャガー・ストーリー
27:00

27:30 27:25～ブラック・サバス：ロ

ック・レジェンズ

27:45～楽器教則 27:30
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4:00 ファイスト：ライヴ～ビューテ

ィフル・ノイズ～

3:50～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

バング・ユア・ヘッド・フェス

ティバル2001-2005

ジェリー・マリガン：ライヴ・イ

ン・ニューヨーク1981

ランディ・ウェストン・アフリ

カン・リズムス：ライヴ・アッ

ト・ニューモーニング2004

ホセ・フェリシアーノ：ライヴ・

アット・ニュー・モーニング

2008 #2

4:00

4:30 4:45～スティーヴ・タール：ラ

イヴ・アット・ニューモーニン

グ2004

4:30

5:00 ローリング・ストーンズ：キ

ース・リチャーズ・ストーリ

ー

OTHER VOICES～ #12▽

エメット・ティンレイ

5:05～ビル・フリゼール：ソ

ロ・ジャズ・セッション

リー・コニッツ：ソロ・ジャズ・

セッション

5:05～レイ・バレット：ライ

ヴ・アット・ニューモーニング

2003

5:00

5:30 OTHER VOICES～ #13▽

ローナン・オ・スノディ他

5:45～ザ・ブルース・ブラザ

ーズ：ライヴ・アット・オーネ・

フィルター1990

5:30

6:00 OTHER VOICES～ #14▽

ジェリー・フィッシュ＆ザ・マ

ッドバグ・クラブ

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

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

6:10～MA

HEADLINES#320
6:00

6:30 OTHER VOICES～ #15▽

パディ・ケイシー

6:45～アクセプト：ライヴ・ア

ット・ヴァッケン・オープン・エ

ア2014

ポール・ウェラー：スタジオ・

ライヴ
6:30

7:00 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

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

エリック・プランド：ライヴ・ア

ット・ニューモーニング2003

7:01～ジェームス・ブラウン：

ライヴ・イン・アトランタ

1985

7:00

7:30 OTHER VOICES～ #18/

グレン・ハンサード

7:45～アイアン・メイデン：ロ

ック・レジェンズ

7:45～ドクター・ジョン：ライ

ヴ・アット・バロワーズ・セッ

ション2014

7:30

8:00 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

OTHER VOICES～ #19/

ジミー・ケイク

カート・ローゼンウィンケル：

ソロ・ジャズ・セッション

8:10～メタリカ：スタジオ・ラ

イヴ

フィル・ドワイヤー：ソロ・ジャ

ズ・セッション

テリー・キャリアー：ライヴ・ア

ット・ニューモーニング

2003

8:00

8:30 ステファン・フレットウェル：

ソロ・ジャズ・セッション

スレイヤー：ライヴ・アット・ヴ

ァッケン・オープン・エア

2014

8:30

9:00 情報番組 バッド・プラス：ライヴ・アッ

ト・ニューモーニング

情報番組 情報番組 情報番組 9:00
9:30 シネマタイム#428 情報番組 情報番組 ビートルズ：ディスティネーシ

ョン・トゥ・ハンブルグ

デュアン・オールマン：ソン

グ・オブ・ザ・サウス

ドアーズ：ロック・レジェンズ 9:30

10:00 ジェフ・ベック：スタジオ・ラ

イヴ 1972

ジャズ・レジェンズ・ライヴ！

#1ジャズ黄金期

情報番組 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

ジャニス・ジョプリン：ロック・

レジェンズ
10:00

10:30 10:40～カーキ・キング：ラ

イヴ～ビューティフル・ノイ

ズ～

ビートルズ：赤盤ドキュメンタ

リー

10:15～ビートルズ：アップ・

クローズ＆パーソナル

情報番組 10:30

11:00 カウント・ベイシー・オーケス

トラ：ライヴ・イン・ベルギー

1961

情報番組 シネマタイム#429 11:00

11:30 情報番組 11:35～ビートルズ：Parting

Ways～それぞれの道 ビート

ルズ解散後の軌跡～

ブラッド・メルドー：ソロ・ジャ

ズ・セッション

情報番組 11:45～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

キッス：ロック・レジェンズ 11:30

12:00 レッド・ツェッペリン：オン・

ザ・レコード

モダン・ジャズ・カルテット：

ライヴ・イン・ベルギー1961

Part1

クリーデンス・クリアウォータ

ー・リバイバル：ロック・レジェ

ンズ

12:15～クイーン：ヒストリー

1973-1980
12:00

12:30 情報番組 情報番組 情報番組 ジュールズ倶楽部 第230夜

▽プリテンダーズ、カサビア

ン他

情報番組 12:30

13:00 12:55～レッド・ツェッペリ

ン：ファースト・アルバム

ジュールズ倶楽部 第227

夜▽ソニック・ユース、デペ

ッシュ・モード他

ジュールズ倶楽部 第228夜

▽テイラー・スウィフト、マニ

ック・ストリート・プリーチャ

ーズ他

ジュールズ倶楽部 第229夜

▽ニューヨーク・ドールズ、ア

ニー・レノックス他

ジュールズ倶楽部 第231夜

▽ミューズ、フローレンス＆

ザ・マシーン他

13:00

13:30 13:40～ローリング・ストー

ンズ：ヒストリー

1969-1974～ミック・テイ

ラー・イヤーズ～

13:30

14:00 レッド・ツェッペリン：名盤

『Ⅳ』制作秘話

14:05～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

14:05～テイラー・スウィフ

ト：ジャスト・フォー・ユー

14:05～ローリング・ストー

ンズ：60’s クロニクル#1

14:05～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

クイーン：ヒストリー

1980-1991
14:00

14:30 14:30

15:00 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

フー・ファイターズ：ロック・

レジェンズ

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 AC/DC：名盤『バック・イン・

ブラック』制作秘話

ローリング・ストーンズ：60’s

クロニクル#2

ローリング・ストーンズ：ヒス

トリー1975-1983～ロン・

ウッド・イヤーズ～

15:20～フレディ・マーキュリ

ー：ヒストリー1946-1991
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 16:35～レッド・ツェッペリ

ン：スタジオ・ライヴ

ポール・ロジャース：ライヴ・

アット・オーネ・フィルター

1996

16:30

17:00 ジミー・ペイジ＆ロバート・

プラント：スタジオ・ライヴ

マドンナ：ポップ・プロフィー

ル

チャック・ベリー：IMPACT～

世界を変えた 1曲～

「Maybellene」

17:05～モンキーズ：ロック・

レジェンズ
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 【夏フェス出演者特集！】

18:00～ビョーク出演！ジ

ュールズ倶楽部 第274夜

19:10～ビョーク：スタジ

オ・ライヴ

19:50～ゴリラズ出演！ジ

ュールズ倶楽部 第243夜

20:55～ザ・エックス・エッ

クス出演！ジュールズ倶楽

部 第233夜

22:00～クイーンズ・オブ・

ザ・ストーン・エイジ出演！

ジュールズ倶楽部 第132

夜

23:00～LCDサウンドシス

テム出演！ジュールズ倶楽

部 第245夜

24:05～ジェット出演！ジュ

ールズ倶楽部 第156夜

25:05～トロンボーン・シ

ョーティ出演！ジュールズ倶

楽部 第266夜

26:10～ファーザー・ジョ

ン・ミスティ出演！フロム・

ザ・ベースメント・ライヴ3

#1

27:00～ロン・セクスミス：

ライヴ～ビューティフル・ノ

イズ～

ジュールズ倶楽部 第140

夜▽プリテンダーズ、ロバー

ト・パーマー他

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

ジュールズ倶楽部 第151夜

▽ノラ・ジョーンズ、デヴィッ

ド・バーン、シザー・シスター

ズ、ベースメント・ジャックス

ジュールズ倶楽部 第156夜

▽JET、トゥーツ＆ザ・メイタ

ルズ、べべウ・ジルベルト他

ジュールズ倶楽部 第157夜

▽グリーン・デイ、エルヴィ

ス・コステロ、ロビー・ウィリ

アムス他

18:10～★MA

HEADLINES#321
18:00

18:30 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

18:30

19:00 19:05～デュラン・デュラン：

ロック・レジェンズ

19:10～MA

HEADLINES#320

19:05～アース・ウインド＆

ファイアー：ロック・レジェン

ズ

AC/DC：名盤『地獄のハイウ

ェイ』制作秘話

19:05～ファイヴ・セカンズ・

オブ・サマー：ポップ・プロフィ

ール

19:00

19:30 ★シネマタイム#429 ★サミー・ヘイガーのロック

ンロール・ロード・トリップ#4

「ザ・サークル」

東京03角田＆ゆってぃのぶ

らり作曲の旅#80
19:30

20:00 19:50～ピート・タウンゼン

ト出演！プリンス・トラスト・

コンサート2011

ジミ・ヘンドリックス：アメリカ

ン・ランディング

レッド・ツェッペリン：オン・

ザ・レコード

NOFX：ライヴ・アット・ハリケ

ーン・フェスティバル2015
20:00

20:30 20:20～ガンズ＆ローゼズ：

ロック・レジェンズ
20:30

21:00 ジミ・ヘンドリックス：バンド・

オブ・ジプシーズ

20:55～レッド・ツェッペリ

ン：スタジオ・ライヴ

20:45～ヴァン・ヘイレン：ロ

ック・レジェンズ

ラモーンズ：IMPACT～世界

を変えた 1曲～「アイ・ ウォ

ナ・ビー・シデイテッド」

20:50～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

21:00

21:30 ザ・フー：ロック・レジェンズ 21:15～ジュールズ倶楽部

第129夜▽ブライアン・フェ

リー、ザ・ハイヴス、ブラック・

レベル・モーターサイクル・ク

ラブ他

ジュールズ倶楽部 第130夜

▽ノラ・ジョーンズ、ウィル

コ、エリック・バードン他

ビーチ・ボーイズ：ロック・レ

ジェンズ
21:30

22:00 ジュールズ倶楽部 第127

夜▽パティ・スミス、ジョン・

スペンサー・ブルース・エク

スプロージョン他

ジュールズ倶楽部 第 128

夜▽エルヴィス・コステロ、メ

アリー・ J. ブライジ他

ジュールズ倶楽部 第131

夜▽デヴィッド・ボウイ他
22:00

22:30 22:20～ボブ・ディラン：ボ

ス・エンズ・オブ・ザ・レインボ

ー 1978-1989

22:35～ノラ・ジョーンズ：ラ

イヴ・アット・フロント＆セン

ター2010

22:30

23:00 23:05～ボブ・ディラン：ダウ

ン・イン・ザ・フラッド

23:05～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

23:05～デヴィッド・ボウイ・

ヒストリー1969-1971

23:10～ビートルズ：アップ

ル・レコード秘話
23:00

23:30 カーペンターズ：ロック・レジ

ェンズ
23:30

24:00 24:06～ジャネット・ジャクソ

ン：エクスポーズド

23:54～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

24:10～デヴィッド・ボウイ：

ミュージックラーデン・ライヴ

1978

24:00
24:30 24:35～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

24:30

25:00 ボブ・マーリー：IMPACT～世

界を変えた1曲～

25:07～ジャネット・ジャクソ

ン：ポップ・プロフィール

24:50～★LIVE ダブリンの

街角で～OTHER VOICES～

#22/ザ・ティコ・ブラーエ

シネマタイム#429 25:00

25:30 25:25～エリック・クラプト

ン：バイオグラフィー

25:31～マイケル・ジャクソ

ン：ファイナル・ワード

25:20～カウボーイ・ジャン

キーズ：ライヴ～ビューティフ

ル・ノイズ～

ブラック・アイド・ピーズ：ロッ

ク・レジェンズ
25:30

26:00 26:15～NE-YO：ロンドン・

ライヴ2013

ビートルズ：Parting Ways～

それぞれの道 ビートルズ解

散後の軌跡～

26:00
26:30 ★天使のコーラス#177 26:35～ニール・ヤング：ロッ

ク・レジェンズ

26:20～フラメンコの素晴ら

しき世界～カンテ編～：#36

「ラ・ペラータの歌」

26:30

27:00 ジョン・アバークロンビー：ソ

ロ・ジャズ・セッション

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

洋モノ#57：メロウ・グルーヴ

Part.2

おんがく白書：大野真澄(元ガ

ロ)

Live Lab.#29：手数セッショ

ン

ジョージ・ハリスン：静かなる

ビートル
27:00

27:30 27:45～楽器教則 27:30
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4:00 ピーター・フランプトン：ラ

イヴ・アット・シカゴ2006

#1

バディ・マイルス：ライヴ・アッ

ト・ニューモーニング1995

4:05～ウッドストック・ダイ

アリー1969 DAY 3

3:55～レッド・ツェッペリン：

ファースト・アルバム

サミー・プライス：ライヴ・イ

ン・ベルギー1958
4:00

4:30 4:40～クルセイダーズ：ライ

ヴ・アット・オーネ・フィルター

1987

4:30

5:00 4:55～ピーター・フランプ

トン：ライヴ・アット・シカゴ

2006 #2

4:55～パパ・チャビー ：ライ

ヴ・アット・ニューモーニング

2004

5:05～サンタナ：スタジオ・ラ

イヴ

レッド・ツェッペリン：名盤

『Ⅳ』制作秘話
5:00

5:30 サンタナ：ロック・レジェンズ 5:43～ダイアン・リーヴス：ラ

イヴ・アット・ニューモーニン

グ 2003

5:30

6:00 5:50～ビリー・ジョエル：ラ

イヴ・アット・ミュージック

ラーデン1978

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

ラリー・カールトン＆ザ・サフ

ァイア・ブルース・バンド：ライ

ヴ・アット・ニューモーニング

2004

レインボー：ヒストリー 6:00

6:30 6:35～ビリー・ジョエル：ブ

ロードキャスティング・ライ

ヴ

6:40～クアルテート・モレレ

ンバウム：ライヴ・アット・ニュ

ーモーニング2003

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

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

7:00

7:30 7:20～ポール・マッカート

ニー：都市伝説の真実

7:35～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

7:30

8:00 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

8:15～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

ホワイトスネイク：ライヴ

2004
8:00

8:30 8:35～エリック・トラファズ：

ライヴ・アット・ニューモーニ

ング2003

8:30

9:00 情報番組 ロベン・フォード：ライヴ・アッ

ト・ニューモーニング2008

#2

情報番組 情報番組 9:00

9:30 シネマタイム#429 ABBA：ロック・レジェンズ チープ・トリック：ライヴ・アッ

ト・フロント＆センター 2010

情報番組 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

#4「ザ・サークル」

情報番組 10:15～ビョーク：スタジオ・

ライヴ

デューク・エリントン：伝説の

コンサート
10:00

10:30 レッド・ツェッペリン：ファ

ースト・アルバム

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」

情報番組 10:30

11:00 チャック・ベリー：IMPACT～

世界を変えた1曲～

テイラー・スウィフト：ジャス

ト・フォー・ユー

ポリス：ロック・レジェンズ 10:50～ライオネル・ハンプ

トン：伝説のコンサート
11:00

11:30 11:35～ブラック・サバス：

名盤『パラノイド』制作秘

話

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

80 年代洋楽名曲セレクショ

ン

カウント・ベイシー・オーケス

トラ：ライヴ・イン・ベルギー

1961

11:30

12:00 情報番組 12:00

12:30 サバトン：ライヴ・アット・ヴ

ァッケン・オープン・エア

2015

情報番組 ジュールズ倶楽部 第233夜

▽シャキーラ、ザ・エックス・

エックス他

情報番組 情報番組 12:30

13:00 ジュールズ倶楽部 第232夜

▽チャーリー・ワッツ、ギャン

グ・オブ・フォー他

ジュールズ倶楽部 第234夜

▽エコー＆ザ・バニーメン、

アンディ・ウィリアムス他

ジュールズ倶楽部 第235夜

▽マガジン、ジミー・ラフィン

他

13:00

13:30 情報番組 13:35～マイケル・ジャクソ

ン：ポップ・プロフィール
13:30

14:00 ジュールズ倶楽部 第271

夜▽コールドプレイ他

14:05～ローリング・ストー

ンズ物語

マイケル・ジャクソン：ライフ、

デス＆レガシー

14:05～デュラン・デュラン：

ロック・レジェンズ

14:05～B.B.キング：ライヴ・

アット・サウンドステージ

2008

14:00

14:30 14:30

15:00 15:05～コールドプレイ：

スタジオ・ライヴ

14:55～ローリング・ストー

ンズ：ミック・ジャガー・ストー

リー

15:15～マイケル・ジャクソ

ン：ヒストリー“キング・オブ・

ポップ”1958-2009

14:50～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～

ジェームス・ブラウン＆B.B.

キング with マイケル・ジャク

ソン：ライヴ・イン・ L.A. 1983

15:00

15:30 15:30

16:00 15:50～コールドプレイ：

ロック・レジェンズ

16:05～ジェームス・ブラウ

ン物語
16:00

16:30 16:35～ノエル・ギャラガ

ーズ・ハイ・フライング・バ

ーズ：ライヴ・アット・ハリケ

ーン・フェスティバル

2015

16:45～プリンス：ロック・レ

ジェンズ

16:35～マイケル・ジャクソ

ン：アース・ソング
16:30

17:00 アース・ウインド＆ファイアー：

ロック・レジェンズ
17:00

17:30 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 17:30

18:00 デヴィッド・ボウイ：シリア

ス・ムーンライト・ツアー

1983

ジュールズ倶楽部 第158夜

▽ジャクソン・ブラウン、ザ・

キュアー、アニタ・ベイカー、

KT タンストール他

ジュールズ倶楽部 第160夜

▽ロビン・ギブ、レイザーライ

ト他

ジュールズ倶楽部 第162夜

▽エルトン・ジョン、キーン、

ブロック・パーティ、インター

ポール他

ジュールズ倶楽部 第167夜

▽ベック、デヴィッド・サンボ

ーン他

18:00

18:30 18:30

19:00 イーグルス：デスペラード 19:10～MA

HEADLINES#321

19:05～エルトン・ジョン：

Biography～栄光の軌跡～

19:05～ベック：パーマネン

ト・ミューテーションズ
19:00

19:30 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

★シネマタイム#430 19:30

20:00 20:10～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

マイケル・ジャクソン：ファイ

ナル・ワード

20:05～フレディ・マーキュ

リー：ヒストリー

1946-1991

20:05～ビョーク：スタジオ・

ライヴ
20:00

20:30 20:30

21:00 21:15～ジュールズ倶楽部

第133夜▽ピーター・ガブリ

エル、ザ・リバティーンズ、グ

ルーヴ・アルマダ他

20:45～ビョーク出演！ジュ

ールズ倶楽部 第274夜
21:00

21:30 21:45～ジミ・ヘンドリッ

クス：ヴードゥー・チャイル

ド

21:40～シャナイア・トゥウェ

イン： IMPACT～世界を変え

た一曲～

マイケル・ジャクソン：インサ

イド・ストーリー
21:30

22:00 22:10～ジュールズ倶楽部

第132夜▽ポール・ウェラ

ー、クイーンズ・オブ・ザ・スト

ーン・エイジ他

ジュールズ倶楽部 第134夜

▽トム・ジョーンズ、ユッス

ー・ンドゥール他

22:00

22:30 22:40～マイケル・ジャクソ

ン：ディボーション

22:20～ピーター・ガブリエ

ル：ロック・レジェンズ
22:30

23:00 ジミ・ヘンドリックス：フィー

ドバック

23:10～フー・ファイターズ：

ロック・レジェンズ

23:05～ジェネシス：ライヴ・

イン・ベルギー1973

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」

23:00

23:30 23:40～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」

マイケル・ジャクソン：“キン

グ・オブ・ポップ”の人生

1958-2009

23:35～クイーン出演！プリ

ンス・トラスト・コンサート

2010

23:25～エルヴィス・プレス

リー：ブロードキャスティン

グ・ライヴ

23:30

24:00 ★Live Lab.#86： 24:10～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

24:00

24:30 チャック・ベリー：IMPACT～

世界を変えた 1曲～
24:30

25:00 ジミ・ヘンドリックス：ザ・ギ

ター・ヒーロー

ジミ・ヘンドリックス：スマッシ

ュ・ヒッツ

マイケル･ジャクソン：マイケ

ルに捧ぐ～ドキュメンタリー

エリック・クラプトン：ライヴ・

アット・ NEC 1986

24:55～ビーチ・ボーイズ：

BEAT CLUB セレクション
25:00

25:30 25:15～ジョン・レノン：メッ

センジャー
25:30

26:00 25:55～ジミ・ヘンドリック

ス：サウス・バンク・ショー

ジャクソンズ：ミュージックラ

ーデン・ライヴ

ジェフ・ベック：スタジオ・ライ

ヴ1972 手元アップスペシ

ャル

26:00

26:30 東京03角田＆ゆってぃの

ぶらり作曲の旅#80

サミー・ヘイガーのロックン

ロール・ロード・トリップ#4

「ザ・サークル」

東京 03角田＆ゆってぃの

ぶらり作曲の旅#80

26:15～フラメンコの素晴ら

しき世界～カンテ編～：#37

「アントニオ・マイレーナの

歌」

26:30

27:00 ジミ・ヘンドリックス：スウ

ィンギング60’s

ジミ・ヘンドリックス：ラスト・

デイ

レッド・ツェッペリン：オン・

ザ・レコード

洋モノ#58：フレンチ・ポップ

ス

おんがく白書：BUZZ 27:00

27:30 27:30


