ミュージックエア番組表2019年6月

6月2日

6月3日

日
4:00 ケイティ・ぺリー：ポップ・プロ
フィール
4:30

月
柳ジョージ&レイニーウッド 24
年目の祭り

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～

5:00

5:30

6月4日

6月5日

6月6日

火

水

木

ジュールズ倶楽部 第137夜▽ レーナード・スキナード：ロック・ ジュールズ倶楽部 第81夜▽カ
モービー、バッドリー・ドローン・ レジェンズ
ルチャー・クラブ、ハービー・ハ
ボーイ他
ンコック、エイジアン・ダブ・ファ
ウンデーション他
4:25～ジュールズ倶楽部 第58
夜▽ベック、デヴィッド・バーン
他
レナード・コーエン：バード・オン
・ア・ワイヤー

ジュールズ倶楽部 第273夜▽ 柳ジョージ LIVE'05～Premium
ルー・リード＆メタリカ、ナイル・
Nights
ロジャース他

ハービー・ハンコック：ライヴ・イ
ン・ジャーマニー1984

6:40～アポカリプティカ：アブソ
リュート・ライヴ1998

6:45～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
シュ他

プログレ特集▽キング・クリム
ゾン他

6:45～ハービー・ハンコック：ラ
イヴ・イン・ミュンヘン1988

アポカリプティカ&アヴァン
ティ！オーケストラ：ライヴ・アッ
ト・ヴァッケン2014

柳ジョージ LAST LIVE
2011～NCV Premium Night

7:40～LIVEダブリンの街角で
7:35～ヴァン・ダー・グラーフ・
～OTHER VOICES～ #54/エド ジェネレーター：ライヴ・イン・ベ
ウィン・コリンズ他
ルギー1976

7:45～Live Lab.#33：吉本章紘
カルテット

8:35～ティーンエイジ・ファンク
8:20～ジュールズ倶楽部
ラブ：ライヴ・アット・ラ・ルート・ #269▽ピーター・ガブリエル、ラ
デュ・ロック2017
ナ・デル・レイ他

カート・ローゼンウィンケル：ソ
ロ・ジャズ・セッション

8:00

8:30 アポカリプティカ：ライヴ・アット・
ヘルフェスト2017
9:00

10:00 情報番組
10:30 キャプテン・ビーフハート：ライ
ヴ・イン・パリ1974
11:10～ジュールズ倶楽部 第
11夜▽アリス・イン・チェイン
ズ、ＰＪハーヴェイ他

情報番組

ケブ・モ：ライヴ・イン・ジャーマ
ニー1997

リック・アストリー：ベルリン・ラ
イヴ2016

12:00 リンキン・パーク：360セッション
ズ

情報番組

12:30 情報番組

ジュールズ倶楽部 第102夜▽ 情報番組
情報番組
ルー・リード、ケリス、アル・ジャ
ロウ他
ジュールズ倶楽部 第103夜▽ ジュールズ倶楽部 第104夜▽k.
ウォーターボーイズ、ベベウ・ジ
d.ラング、マンサン他
ルベルト、バッドリー・ドローン・
ボーイ他

13:00 マルーン5：ポップ・プロフィール

13:30 13:25～N.E.R.D：ロンドン・ライ
13:40～ペンタングル：ライヴ・イ
ヴ
ン・フランス1972
14:00 13:55～マライア・キャリー：ポッ 14:15～ジョン・マーティン：ライ 情報番組
プ・プロフィール
ヴ・イン・ジャーマニー1986

14:30 14:20～マイケル・ジャクソン：ラ
イフ、デス＆レガシー
15:00

LIVEダブリンの街角で
～OTHER VOICES～ #56/コー
ダライン他

15:30 15:35～偉大なるソングライター
たち #3バリー・ギブ
16:00

5:30

クイーン：ストーリー＆ソングス

18:00 セッションの巨人～STUDIO
JAMS～ #15 チャック・ローブ、
ジェフ・カシワ他

19:00

18:45～セッションの巨人
～STUDIO JAMS～ #27チャー
リー・ワッツ（ローリング・ストー
ンズ）他

19:30

19:35～マイルス・デイヴィス：
ミュンヘン・ライヴ1988

ペトゥラ・クラーク：ベルリン・ラ
イヴ

情報番組

6:30

ジュールズ倶楽部 第151夜▽ 6:50～ジミ・ヘンドリックス：ロッ
ノラ・ジョーンズ、デヴィッド・ ク・レジェンズ
バーン、シザー・シスターズ、
ベースメント・ジャックス他

7:00

7:15～Live Lab.#19：ICHIRO × 7:30
TOKIE × 中村達也 × 仲井
戸"chabo"麗市 × 佐藤タイジ
LIVE！ ～ichiro Circle Scale
8:05～フェイス・ノー・モア：ライ Tour
ichiro
"20th
Session
Anniversary"
"Dear Blues
8:00
ヴ・アット・ヘルフェスト2015
Final～#2" feat.土屋公平
8:30

21:00

12:25～ジュールズ倶楽部 第
105夜▽ブラー、ライオネル・
リッチー他

ジュールズ倶楽部 第106夜▽
コートニー・パイン、ケリー・
ジョー・フェルプス、テキサス他

MA HEADLINES#409
オアシス：スタジオ・ライヴ
《白熱ライヴ》フェイス・ノー・モ
ア：ライヴ・アット・ヘルフェスト
2015

15:20～世良公則：アコース
ティック・ワークス

15:30

16:05～洋楽伝説ザ・ロニー・
ウッド・ショー #4イアン・マクレ
ガン

16:00

エルヴィス・コステロ：ライヴ・イ サミー・ヘイガーRock & Roll
ン・バーゼル2014
Road Trip #3「クーパーズタウ
ン」
アース・ウインド＆ファイアー：
ライヴ・イン・ジャパン1990

チャカ・カーン：ライヴ・イン・
ジャーマニー1990

23:52～カイザー・チーフス：ライ
ヴ・アット・バローズ2016

Live Lab.#42：jaja

26:40～スペシャルズ：ライヴ・
イン・ベルギー1979

27:00 ★天使のコーラス#264

LIVEダブリンの街角で
～OTHER VOICES～ #1▽ザ・
フレイムス

サミー・ヘイガーRock & Roll
Road Trip 2 #5「ブルース＆ワ
イン」

27:30 オーティス・レディング：ロック・
レジェンズ

LIVEダブリンの街角で
ZZトップ：ロック・レジェンズ
～OTHER VOICES～ #2▽ダミ
アン・ライス

洋モノ#52：UK ジャジー・ポップ
ス

おんがく白書：山本恭司
(BOWWOW)

18:30
19:00

21:30
22:00

22:45～ダリル・ホール&ジョン・ 22:30
オーツ：ライヴ・イン・ダブリン
2014
23:05～洋楽伝説ザ・ロニー・
ウッド・ショー #6スラッシュ（ガ
ンズ・アンド・ローゼズ）
23:32～スイサイダル・テンデン
シーズ：ライヴ・アット・ヘルフェ
スト2017

ガンズ・アンド・ローゼズ：アペタ
24:40～メタリカ：スタジオ・ライ
イト・フォー・デモクラシー～ライ
ヴ
ヴ・アット・ザ・ハード・ロック・カ 25:10～リバティーンズ：ライヴ・ シネマタイム#521
ジノ・ラスヴェガス2012
アット・ロック・アン・セーヌ2015
25:20～ダリル・ホール&ジョン・
オーツ：ライヴ・イン・ダブリン
2014

18:00

19:30

ジュールズ倶楽部 第287夜▽
サウンドガーデン、トゥー・ドア・
シネマ・クラブ、トレイ・ソングス
他

ジュールズ倶楽部 第285夜▽
アリス・クーパー、ブロック・
パーティー、Alt-J、ディオンヌ・
ワーウィック他

17:30

ドナルド・フェイゲン×マイケル 20:00
・マクドナルド×ボズ・スキャッ
グス！デュークス・オブ・セプテ 20:30
ンバー：ライヴ・フロム・リンカー
ン・センター2012
21:00

22:45～ジュールズ倶楽部 第
286夜▽キラーズ、コディ・チェ
ズナット、アダム・アント他

フィル・コリンズ：ライヴ・アット・
モントルー2004

25:30
26:00 ジョン・マクラフリン：ジャズ・イ
ン・アンティーブ1990 #1
26:30 ジョン・マクラフリン：ジャズ・イ
ン・アンティーブ1990 #2

15:00

おんがく白書：上田正樹

レッド・ツェッペリン：ストーリー
20:16～セッションの巨人
＆ソングス
～STUDIO JAMS～ #14 アル
《白熱ライヴ》ステレオフォニッ 《白熱ライヴ》ジャズ・ピアノ6連 トゥーロ・サンドヴァル他
《白熱ライヴ》スタン・ゲッツ：ラ
クス：ライヴ・アット・ロック・アン
弾2018 クラシック万歳！
イヴ・イン・ジャーマニー1990
・セーヌ2015

23:07～ポール・マッカートニー：
ライヴ・キッス2012

24:00

24:30 24:18～セッションの巨人
～STUDIO JAMS～ #9バーダ
25:00 ル・ロイ他
25:03～ジョン・マクラフリン：ラ
イヴ・イン・ミュンヘン1989

14:30

19:28～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～

22:20～ジュールズ倶楽部 第
283夜▽ジョン・ケイル他

14:00

情報番組

20:10～ビル・フリゼール：ソロ・
ジャズ・セッション

ジュールズ倶楽部 第284夜▽
ダイアナ・クラール、マッドネ
ス、グリズリー・ベア、ウィリー・
ムーン他

23:00 23:03～ハービー・マン：ライヴ・
イン・ジャーマニー1990
23:30

13:30

21:35～TOTO：ライブ・イン・
バーゼル2015

22:00 21:48～セッションの巨人
～STUDIO JAMS～ #20マイル
ス・デイヴィス「All Blues」特集
▽ラリー・カールトン他

12:30

情報番組

19:05～スパークス：ライヴ・イン 19:02～エルヴィス・コステロ&ジ シンディ・ローパー：ディケイズ・
・ベルギー1974
・インポスターズ：ディケイズ・
ロック・ライヴ2006
ロック・ライヴ2006
★シネマタイム#521

11:30

13:00

番組未定
リバティーンズ：ライヴ・アット・
ロック・アン・セーヌ2015

11:00

ジュールズ倶楽部 第52夜▽ 16:30
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
17:00

ビリー・プレストン：ライヴ・イン・
ジャーマニー1990

ラモーンズ：ロック・レジェンズ

10:30

16:25～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

21:30

22:30 22:33～トーマス=ジャスパー・ク
インテット：ライヴ・イン・ベル
ギー1962

12:20～★世良公則:NOBODY

14:35～アル・グリーン：ロック・
レジェンズ
情報番組

情報番組

10:00

ベイ・シティ・ローラーズ：ライヴ 12:00
・アット・ミュージックラーデン

13:50～世良公則：We are
GUILD 9

ジミ・ヘンドリックス：ロック・レ
ジェンズ

情報番組

情報番組

13:35～テキサス：ベルリン・ラ
イヴ2015

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

リッチー・ブラックモアズ・レイン 偉大なるソングライターたち #5
ボー：ライヴ・イン・ジャーマ
ビル・ウィザース
ニー2016

ティナリウェン：ライヴ・イン・フ
ランス2017

9:00

9:25～アポカリプティカ：ベルリ Live Lab.#72：鬼怒無月×竹中 9:30
ン・ライヴ2015
俊二×有田純弘 FRET LAND
ライヴ

ジュールズ倶楽部 第179夜▽ ジュールズ倶楽部 第180夜▽ ジュールズ倶楽部 第181夜▽ ジュールズ倶楽部 第182夜▽ プリンス：ゴールデン・イヤーズ ★MA HEADLINES#410
モリッシー、デヴィッド・クロス レイ・デイヴィス、プライマル・ス ディキシー・チックス、ザ・フラテ ザ・ストロークス、ザ・フレーミン
ビー＆グラハム・ナッシュ他
クリーム他
リス他
グ・リップス他

20:00
20:30

6:00

6:20～サミー・ヘイガーRock &
Roll Road Trip 3 #9ニール・
ショーン（ジャーニー）

LIVEダブリンの街角で
～OTHER VOICES～ #39/エイ
ジアン・ダブ・ファウンデーショ
ン他
情報番組

ジャーニー：ライヴ・イン・マニラ
2009

情報番組

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

16:25～ジュールズ倶楽部 第
160夜▽ロビン・ギブ、レイザー
ライト他

ジョン・メイオール&ザ・ブルー
スブレイカーズ：ライヴ・イン・
ジャーマニー1988

17:00

18:30

5:00

情報番組
ハワード・ジョーンズ：ライヴ・イ ブラッド・メルドー：ソロ・ジャズ・
10:15～Live Lab.#76：是巨人
ン・ジャーマニー1999
セッション
アトミック・ルースター＆クリス・ ジュールズ倶楽部 第25夜▽ボ
情報番組
ファーロウ：ライヴ・イン・ベル
ニー・レイット、ジミー・ヴォー
ギー1972
ン、ジャー・ウォブルwithドロレ
ス・オリオーダン他
ジンジャー・ベイカー：イン・アフ
情報番組
情報番組
ジョージ・シアリング・デュオ：ラ シネマタイム#521
リカ
イヴ1992

11:30

16:30

おんがく白書：りりィ+洋士

情報番組

クリス・ファーロウ＆ザ・サン
ダーバーズ：ライヴ・イン・
ジャーマニー1985

4:00
4:30

情報番組

9:30 シネマタイム#520

11:00

土
3:50～ジャーニー：ライヴ・イン
・マニラ2009

★MA HEADLINES#409

7:00

7:30

6月8日

金

LIVEダブリンの街角で
5:45～ハービー・ハンコック・トリ
～OTHER VOICES～ #52/セイ オ：ライヴ・イン・ミュンヘン1987
ント・ヴィンセント他

6:00

6:30

6月7日
SHOGUN LIVE!

26:15～セッションの巨人
～STUDIO JAMS～ #8ジェフ・
ローバー他

Live Lab.#24：テンソー

23:00
23:30
24:25～スモーキー・ロビンソ
ン：ロック・レジェンズ

24:00

24:48～マーヴィン・ゲイ：ロック
・レジェンズ
25:12～スティーヴィー・ワン
ダー：ロック・レジェンズ

24:30

25:36～アレサ・フランクリン：
ロック・レジェンズ
アレサ・フランクリン：ライヴ・イ
ン・パリ1977

25:30

25:00

26:00
26:30

ザ・ブルース・ブラザーズ：ライ
ヴ・イン・ジャーマニー1990

27:00

27:30

