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3月4日
日

3月5日
月

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

4:45～ライオネル・ハンプト
ン：伝説のコンサート

3月6日
火

3月7日
水

3:45～ゲイリー・バートン：ラ
イヴ・イン・ミュンヘン1995

4:00

4:45～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

4:30

5:35～チック・コリア・エレ
クトリック・バンド：ライヴ・イ
ン・ミュンヘン1987

5:30

7:10～パコ・デ・ルシア：ライ
ヴ・イン・ジャーマニー1996

7:00

スティーヴ・タール：ライヴ・ア
7:40～NANIWA EXP with
デニス・チェンバース ライヴ アヴァンタジア：ライヴ・アッ 8:15～ビージーズ：ロック・レ ット・ニューモーニング2004
2004
ト・ヴァッケン・オープン・エ ジェンズ
シンディ・ローパー：ライ ディオンヌ・ワーウィック：ライ
ロス・ロボス：ライヴ・イン・ジ ジョン・マクラフリン：ライヴ・
ア 2014
ヴ・アット・フロント＆セン ヴ・イン・ベルギー1964
ャーマニー1987
イン・ミュンヘン1989
ター2014
ホイットニー・ヒューストン：ウ 情報番組
情報番組
情報番組

7:30

5:05～ポール・ロジャー
ス：ライヴ・アット・フロント
＆センター 2014
ルイ・アームストロング：伝説
のコンサート
ジャズ・レジェンズ・ライ
ヴ！#13▽ブッカー・ T& ルイ・アームストロング・トリ
ザ・ MG's、サム・ムーア他 ビュート：オールスター・スウ
アレサ・フランクリン：
ィング＆ジャズ・コンサート
IMPACT～世界を変えた
1 曲～
シンディ・ローパー：ライ ベニー・グッドマン：伝説のコ
ンサート
ヴ・イン・シカゴ2004

シネマタイム#456

5:20～PRISM 30th
Anniversary LIVE!

MR.BIG：グループ・ポートレイ マイケル・ジャクソン：インサ
ト
イド・ストーリー

ィー・ウィル・オールウェイズ・ マイルス・デイヴィス：ミュン
ラヴ・ユー
ヘン・ライヴ1988

マシュー・シップ：ソロ・ジャ
ズ・セッション

10:30
11:00
11:30

情報番組
情報番組
情報番組
チープ・トリック：ライヴ・ア デヴィッド・フュージンスキ
ジョー・ザヴィヌル＆ウェザ
ット・フロント＆センター ー：ライヴ・アット・ニューモー 11:45～セロニアス・モンク： ー・アップデート：ライヴ・イ
2010
ニング2004
ライヴ・イン・ベルギー1963 ン・ミュンヘン1986
#1

12:00

11:55～リッチー・サンボ 情報番組
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79夜
12:50～ジョー・サトリア ▽ロビー・ウイリアムス、プラ
ーニ：ライヴ・アット・フロ シーボ、ボニー・レイット他
ント＆センター 2014
13:45～ザック・ワイルド： クイーン：ヒストリー
ライヴ・アット・フロント＆ 1973-1980
センター 2013
14:40～ブラック・サバス：
名盤『パラノイド』制作秘
話
15:15～クイーン：ヒストリー
1980-1991

13:30

15:00

15:30
16:00

16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30

21:00
21:30
22:00

22:30
23:00
23:30
24:00

24:30
25:00
25:30

26:00

ミシェル・カミロ：ライヴ・イ
ン・ミュンヘン1991

情報番組

Live Lab.#72：鬼怒無月×竹
中俊二×有田純弘 FRET
LAND ライヴ

ビリー・プレストン：ライヴ・イ 10:15～Live Lab.#69：COIL
ン・ジャーマニー1990

ミシェル・カミロ：ライヴ・イ
ン・ミュンヘン1994

ビートルズ：スウィンギング
60’s

シネマタイム#457
情報番組

カーペンターズ：ロック・レジ ichiro Session "Dear Blues
12:15～セロニアス・モンク： 情報番組
ェンズ
#2" feat.土屋公平
ライヴ・イン・ベルギー1963
#2
情報番組
12:45～ショウタイム・アッ ジュールズ倶楽部 第81夜 情報番組
ト・ザ・ブルーノート1966
▽カルチャー・クラブ、ハービ ジュールズ倶楽部 第82夜 トーマス=ジャスパー・クイン 情報番組
ー・ハンコック、エイジアン・ ▽ブロンディ、エリオット・ス テット：ライヴ・イン・ベルギー
ダブ・ファウンデーション他 ミス、マッシヴ・アタック他 1962
ジュールズ倶楽部 第83夜 ナイス＆エマーソン・レイク＆
情報番組
ハービー・ハンコック：ミュー
ジックラーデン・ライヴ1974
▽ブラー、ウィルコ、ヴァン・ パーマー：スタジオ・ライヴ
13:50～エマーソン・レイク
14:05～マドンナ：名盤『ライ モリソン他
ジュールズ倶楽部 第80夜
▽ドクター・ジョン、ジョシュ 14:45～ハービー・ハンコッ ク・ア・ヴァージン』制作秘話 14:40～デヴィッド・ボウイ： ＆パーマー：ライヴ・イン・チュ
ア・レッドマン他
ク：ライヴ・アット・オーネ・フィ
ジギー・スターダスト＆ザ・ス ーリッヒ1970
マドンナ：IMPACT～世界を パイダース・フロム・マーズの 14:50～イエス：ブロードキャ
ジョニー・ウィンター：ライヴ・ ルター1984
スト・イン・ベルギー1970
変えた1曲～「ライク・ア・ヴ 伝説
アット・ミュージックラーデン
ァージン」
1974
ブラック・サバス：スタジ
15:45～ジミ・ヘンドリック ハービー・ハンコック・トリオ： マドンナ：パフォーマンス・ヒ
15:20～ピンク・フロイド：名
オ・ライヴ
ス：ロック・レジェンズ
ライヴ・イン・ミュンヘン
盤『おせっかい』制作秘話
ストリー
ニルヴァーナ：IMPACT～世
情報番組
16:10～ビートルズ：アップ・ 1987
界を変えた1曲～「スメルズ・
クローズ＆パーソナル
ライク・ティーン・スピリット」
情報番組
ゲイリー・バートン＆小曽根 16:45～ABBA：ロック・レジ MUSE：ロック・レジェンズ
イル・ディーヴォ：ライヴ・ア 16:35～デヴィッド・ボウイ：
真：ライヴ・イン・ミュンヘン ェンズ
ット・ザ・グリーク 2006 ミュージックラーデン・ライヴ
情報番組
ジェフ・ベック：ライヴ・アッ
1995
1978
ト・ロニー・スコッツ 2007
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
情報番組
ABBA：ミュージックラーデ
ン・ライヴ
イエス：スタジオ・ライヴ ジュールズ倶楽部 第256夜 ジュールズ倶楽部 第257夜 ジュールズ倶楽部 第258夜 ジュールズ倶楽部 第259夜 ジュールズ倶楽部 第260夜 ★MA HEADLINES#348
ピーター・フランプトン：ラ ▽ブライアン・フェリー、スラ ▽アデル、ロバート・プラン ▽ビーディ・アイ、マッコイ・タ ▽ロビー・ロバートソン他
クイーン：ヒストリー
▽ヴィンテージ・トラブル、
イヴ・アット・シカゴ2006 ッシュ他
1973-1980
ト、アーケイド・ファイア他
イナー他
k.d.ラング他
19:05～ガンズ＆ローゼズ： 19:10～レッド・ツェッペリ 19:05～オアシス：スタジオ・ ボブ・ディラン：フェノミナン 19:05 ～CCR ・リバ イ バル：
#1
ロック・レジェンズ
ロック・レジェンズ
ン：スタジオ・ライヴ
ライヴ
19:25～ピーター・フラン AC/DC：名盤『地獄のハイウ ★シネマタイム#457
ビートルズ：イン・アメリカ
東京03角田＆ゆってぃのぶ
プトン：ライヴ・アット・シカ ェイ』制作秘話
らり作曲の旅#51
ゴ2006 #2
MA HEADLINES#347
マーク・ノップラー：ライヴ・イ ジミ・ヘンドリックス：スウィン 20:15～クイーン：ヒストリー
ギング60’s
1980-1991
20:20～シェリル・クロウ：
ドゥービー・ブラザーズ：フェ 20:35～ビートルズ：ジャーニ ン・ロンドン2009
ライヴ・イン・シカゴ2004
#1
21:15～シェリル・クロウ： 20:50～ローリング・ストー
ライヴ・イン・シカゴ 2004 ンズ：レア＆アンシーン
#2
22:10～ジョン・メイヤー： ジュールズ倶楽部 第 272
ライヴ・イン・シカゴ2004 夜▽ピート・タウンゼント、メ
アリー・ J. ブライジ他
#1

アウェル・ライヴ～ライヴ・ア ー
ット・グリーク・シアター
1982～

フィル・コリンズ：ライヴ・アッ 20:55～ジミ・ヘンドリック
ト・モントルー 2004
ス：ラスト・デイ

21:50～TOTO：ライヴ・イン・ ベイ・シティ・ローラーズ：ライ
ヴ・アット・ミュージックラー
ポーランド
デン
22:20～ジュールズ倶楽部
23:05～ジョン・メイヤー： 23:05～マイ・モーニング・ジ 22:50～ジュールズ倶楽部 第274夜
ライヴ・イン・シカゴ2004 ャケット：ライヴ～ビューティ 第273夜▽ルー・リード＆メ レッド・ツェッペリン：オン・
#2
タリカ、ナイル・ロジャース他 ザ・レコード
フル・ノイズ～
ケイティ・ペリー：ロンドン・ セッションの巨人～STUDIO ニルヴァーナ：IMPACT～世
ライヴ2010
JAMS～ #2 ベラ・フレック 界を変えた 1 曲「スメルズ・
他
ライク・ティーン・スピリット」
リンキン・パーク：ライヴ・イ 24:25～レッド・ツェッペリ
24:45～ジュールズ倶楽
ン・ロサンゼルス2010
ン：名盤『Ⅳ』制作秘話
部 第151夜▽ノラ・ジョ
ーンズ、デヴィッド・バー 24:55～OTHER VOICES～ アイアン・メイデン：名盤『鋼
ン、シザー・シスターズ、ベ #20/ハンサム・ファミリー 鉄の処女』制作秘話
ースメント・ジャックス他 25:25～ジュールズ倶楽部
25:25～レッド・ツェッペリ
第176夜▽ジョン・フォガテ
ン：名盤『フィジカル・グラフィ
ィ、リチャード・アシュクロフ
ティ』制作秘話
ト、ロドリーゴ・イ・ガブリエー
ノラ・ジョーンズ：ライヴ・
アイアン・メイデン：ロック・レ
アット・フロント＆センタ ラ他
ジェンズ

26:30

ー2010

27:00

ジャズ・レジェンズ・ライ
ヴ！#1ジャズ黄金期

27:30

3月10日
10日
土

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
おんがく白書ライヴ：フォーク
SP vol.1
5:35～ホイットニー・ヒュー
ストン：ポップ・プロフィール
80年代洋楽名曲セレクショ MA HEADLINES#347
ン
Live Lab.#90：Project Quo

ブラック・サバス：ロック・レ
ジェンズ
ブラック・サバス：ライヴ・イ
ン・ベルギー1970 #1
ブラック・サバス：ライヴ・イ
ン・ベルギー1970 #2
ザック・ワイルド：ライヴ・アッ
ト・フロント＆センター2013

サ ミー ・ヘ イ ガ ー Rock & 10:05～ホイットニー・ヒュ
Roll Road Trip 2 #10 「 ナ ーストン：ポップ・プロフィー
ッシュヴィル・キャッツ」 ル

14:00
14:30

3月9日
金

ディオンヌ・ワーウィック：ライ おんがく白書：中川五郎
ヴ・イン・ベルギー1964

デューク・エリントン：伝説の
コンサート

10:00

12:30
13:00

3月8日
木

ビリー・ジョエル：ブロードキ ジュールズ倶楽部 第 276
ャスティング・ライヴ
夜▽ノラ・ジョーンズ、チーフ
タンズ他
22:45～ジュールズ倶楽部
第275夜▽ポール・ウェラー 23:05～ノラ・ジョーンズ：ラ
他
イヴ・アット・フロント＆セン
ター2010
23:50～ザ・ジャム：ライヴ・ グレイス・ポッター&ザ・ノク
イン・ベルギー 1980
ターナルズ：ライヴ～ビュー
ティフル・ノイズ～
★LIVE ダブリンの街角で～
OTHER VOICES～ #35/オ
ーシャン・カラー・シーン他 シネマタイム#457

25:55～ビートルズ：赤盤ド
キュメンタリー
サミー・ヘイガー Rock & Roll
Road Trip 2 #10「ナッシュ
ヴィル・キャッツ」
PRISM Homecoming 2004 ヴァン・ヘイレン：ロック・レジ 洋モノ#87：エレクトリックピ おんがく白書：小室等
ェンズ
アノ
27:45～キッス：ロック・レジ
ェンズ

Live Lab.#60：宅間善之
Vibrasonic

■おすすめ番組初回放送

http://www.musicair.co.jp

6:00
6:30

8:00
8:30
9:00
9:30

10:00

10:30
11:00
11:30

12:00

12:30
13:00

13:30
14:00
14:30
15:00

15:30
16:00

16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30

21:00
21:30
22:00

22:45～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

22:30
23:00
23:30

24:15～マイケル･ジャクソ
ン：マイケルに捧ぐ～ドキュメ
ンタリー

24:00

24:30
25:05～ブラック・アイド・ピ
ーズ：ロック・レジェンズ

ビートルズ：IMPACT～世界を 柳ジョージ&レイニーウッド
変えた 1 曲～「抱きしめた 24 年目の祭り
い」

★天使のコーラス#204

※番組は予告なく変更される場合があります。最新の情報についてはチャンネルホームページをご覧ください。

21:35～フレディ・マーキュリ
ー：ヒストリー1946-1991

5:00

25:00
25:30

リンキン・パーク：ライヴ・イ
ン・ロサンゼルス2010
U2：ライヴ・イン・ベルギー
1981

26:00

ボン・ジョヴィ：ライヴ・イン・
ロンドン2013

27:00

26:30

27:30

■おすすめ番組再放送

■レギュラー番組初回放送

