
ミュージックエア番組表2021年9月

9月6日 9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日 9月12日

月 火 水 木 金 土 日

4:00 おんがく白書：山本恭司
(BOWWOW)

おんがく白書：宮原学 おんがく白書ライヴ：晃（元フィン
ガー５）

おんがく白書ライヴ：竹本孝之 おんがく白書：平山みき トニー・アレン：ライヴ・イン・フラン
ス2015 feat. デーモン・アルバー
ン

SUM 41：ライヴ・アット・ロック・ア
ム・リング2017

4:00

4:30 4:30

5:00 4:50～セッションの巨人
～STUDIO JAMS～ #7《出演》デ
レク・トラックス、ヴァーノン・リード
（リヴィング・カラー）、オテイル・
バーブリッジ、コフィ・バーブリッ
ジ、ヨンリコ･スコット、ジェフ・コフィ

5:01～セッションの巨人
～STUDIO JAMS～ #9《出演》マ
イケル・ウルフ、バーダル・ロイ、
ジョン・B・ウィリアムス、マーク・
ドゥティット、ビクター・ジョーンズ

セッションの巨人～ STUDIO 
JAMS～ #11《出演》スティーヴ・
オリヴァー、レイフォード・グリフィ
ン、ジミー・ロバーツ、ネイト・フィ
リップス、エメディン・リヴェラ

4:58～セッションの巨人
～STUDIO JAMS～ #13《出演》
ジョー・ボナマッサ、アントン・フィ
グ他

4:50～セッションの巨人
～STUDIO JAMS～ #15《出演》
チャック・ローブ、ジェフ・カシワ、
アントン・フィグ他

5:05～パルプ：ロック・レジェンズ カーカス：ライヴ・イン・フランス
2015

5:00

5:30 5:40～セッションの巨人
～STUDIO JAMS～ #8《出演》
ジェフ・ローバー、ジョエル・テイ
ラー、マイケル・パウロ、ネイト・
フィリップス、エドガルド・シントロ
ン

5:47～セッションの巨人
～STUDIO JAMS～ #10《出演》
ミッキー・ラファエル、ジャッキー・
キング、ボブ・マイルス、ビリー・イ
ングリッシュ、ビー・スピアーズ、
ジェイ・デヴィッドソン

5:45～セッションの巨人
～STUDIO JAMS～ #12《出演》
テレンス・ブランチャード、ボビー・
ライル他

5:43～セッションの巨人
～STUDIO JAMS～ #14《出演》
アルトゥーロ・サンドヴァル他

5:35～セッションの巨人
～STUDIO JAMS～ #16《出演》
クリス・シーリ他

5:31～ホット・チップ：ライヴ・アット
・ラ・ゲテ・リリック 2015

5:30

6:00 アイアン・メイデン：サムホエア・
バック・イン・タイム・ライヴ

6:00

6:30 6:29～横浜JAZZ vol.14《出演》深
井克則 LATIN JAZZ TRIO、河野
広明 BIG BAND

6:33～横浜JAZZ vol.15《出演》高
瀬龍一グループ、大山日出男カ
ルテット

横浜JAZZ vol.16《出演》河上修ザ
・トリオ、トライアングル・マックス・
トーンズ

6:28～横浜JAZZ vol.17《出演》向
井滋春SUPER 4 
TROMBONES、川嶋哲郎スタン
ダード・カルテット

6:24～今出宏゜&KOOLOON《出
演》今出宏゜、田中義人、 Penny-
k、坂本竜太、Armin Linzbichler

デ・ラ・ソウル：ライヴ・アット・カル
ヴィ・オン・ザ・ロックス 2014

6:30

7:00 エクソダス：ライヴ・アット・ヘル
フェスト2018

7:00

7:30 7:25～Live Lab.#2：ZEK3《出演》
清水くるみ、米木康志、本田珠也

7:40～ビースティ・ボーイズ：ロッ
ク・レジェンズ

7:30

8:00 8:08～リンキン・パーク： 360セッ
ションズ

ソドム：ライヴ・イン・フランス 2015 8:00

8:30 8:29～ジュールズ倶楽部  第156
夜▽JET、トゥーツ＆ザ・メイタル
ズ、チャーリー・マッセルホワイト
他

8:33～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

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、
エンブレイス、ザ・フューチャー
ヘッズ

8:28～ジュールズ倶楽部  第159
夜▽マニック・ストリート・プリー
チャーズ、キングス・オブ・レオン、
ニック・ケイヴ＆ザ・バッド・シーズ
他

8:25～ジュールズ倶楽部  第160
夜▽ロビン・ギブ（ビージーズ）、レ
イザーライト、ザ・ズートンズ、ビ
ヴァリー・ナイト、ジョアンナ・
ニューサム他

8:33～Run-D.M.C.：ロック・レジェ
ンズ

8:30

9:00 情報番組 情報番組 9:00

9:30 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
1976

9:35～グリーン・デイ：ロック・レ
ジェンズ

情報番組 カイリー・ミノーグ：ショウタイム 情報番組 シネマタイム#639 ロビン・シック：ポップ・プロフィー
ル

9:30

10:00 10:01～情報番組 ミシェル・ルグラン＆ナタリー・デセ
イ：ライヴ・イン・ヴェルサイユ
2014

ミシェル・ルグラン：ライヴ・イン・ブ
リュッセル2005 pt1

番組未定 ファレル・ウィリアムス：ポップ・プ
ロフィール

10:00

10:30 10:18～アル・グリーン：ロック・レ
ジェンズ

ブッシュ：ライヴ・イン・タンパ 2019 10:32～マイケル・ハッチェンス：
ロック・スター伝説

マイケル・ジャクソン：リメンバー・
ザ・キング

10:30

11:00 10:41～シンディ・ローパー：ディケ
イズ・ロック・ライヴ 2006《ゲスト》
スコット・ウェイランド（ストーン・テ
ンプル・パイロッツ）、フーターズ、
シャギー、パット・モナハン（トレイ
ン）、アーニー・ディフランコ

INXS：ライヴ・イン・チリ 2003 ミシェル・ルグラン：ライヴ・イン・ブ
リュッセル2005 pt2

11:00

11:30 デヴィッド・ギルモア：ワイダー・ホ
ライズンズ

11:35～エルヴィス・プレスリー：エ
ルヴィス・オン・エルヴィス

11:30

12:00 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 12:00

12:30 ロック歴史秘話～Rock 
Legends～Ep7 アメリカン・フォー
ク▽ジョーン・バエズ、ウディ・ガス
リー、ピート・シーガー

ロック歴史秘話～Rock 
Legends～Ep9 フィル・スペクター
・イヤーズ▽ライチャス・ブラザー
ズ、ザ・ロネッツ、シュレルズ

ロック歴史秘話～Rock 
Legends～Ep11 ソウル/R&B▽
フォー・トップス、グラディス・ナイト
&ザ・ピップス、ジミー・ラフィン

ロック歴史秘話～Rock 
Legends～Ep13 実験音楽▽フラ
ンク・ザッパ、キャプテン・ビーフ
ハート、キング・クリムゾン

ロック歴史秘話～Rock 
Legends～Ep15 メタルの誕生▽
ディープ・パープル、ブラック・サバ
ス、ナザレス

12:44～ジョン・マーティン：ライヴ・
イン・ジャーマニー 1986

12:30

13:00 ロック歴史秘話～ロック・レジェン
ズ～Ep8 世界のフォーク▽ピー
ター・ポール＆マリー、ゴードン・ラ
イトフット、ザ・シーカーズ

ロック歴史秘話～Rock 
Legends～Ep10 英国のリズム＆
ブルース▽アニマルズ、ヤード
バーズ、ブルース・インコーポレイ
テッド

ロック歴史秘話～Rock 
Legends～Ep12 英国のサイケデ
リック・ロック▽ムーディー・ブルー
ス、エマーソン・レイク・アンド・
パーマー、トラフィック

ロック歴史秘話～Rock 
Legends～Ep14 シンガー・ソング
ライター▽キャット・スティーヴン
ス、ジェームス・テイラー、ポール・
サイモン

ロック歴史秘話～Rock 
Legends～Ep16 グラム・ロック
▽T・レックス、モット・ザ・フープ
ル、スウィート

【ジョニー・キャッシュ命日特集！】
★ジョニー・キャッシュ：ロック・レ
ジェンズ

13:00

13:30 情報番組 情報番組 情報番組 13:25～スザンヌ・ヴェガ：ベルリン
・ライヴ2016

情報番組 情報番組 情報番組 13:30

14:00 ロドリーゴ・イ・ガブリエーラ：ライ
ヴ・イン・バーゼル 2016

トータス＆フレンズ：ライヴ・イン・
フランス2013

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

13:59～マイケル・ジャクソン：スー
パースターの真実

チック・コリア＆スティーヴ・クジャ
ラ：ライヴ・イン・ミュンヘン 1984

ラロ・シフリン：ジャズ・ミーツ・ザ・
シンフォニー1994

14:00

14:30 情報番組 14:30

15:00 情報番組 情報番組 エルヴィン・ジョーンズ：ライヴ・イ
ン・シュトゥットガルト 1991《出演》
エルヴィン・ジョーンズ、ソニー・
フォーチュン、ラヴィ・コルトレー
ン、ウィリー・ピケンズ、チップ・
ジャクソン

情報番組 【ジョー・サンプル命日特集】
 14:45～★ザ・クルセイダーズ：ラ
イヴ・イン・ルガーノ 1987

15:00

15:30 LIVEダブリンの街角で～ OTHER 
VOICES～ #29《出演》エディ・
リーダー他

情報番組 LIVEダブリンの街角で～ OTHER 
VOICES～ #31《出演》リパブリッ
ク・オブ・ルーズ他

ビートルズ・トリビュート・ライヴ
「サージェント・ペパー・ライヴ
2017」

【ジョー・ザヴィヌル命日特集】
 15:15～ザヴィヌル・シンジケー
ト：ライヴ・イン・ミュンヘン 1989
《出演》ジョー・ザヴィヌル、カール
・アンダーソン、ジェラルド・ヴィー
ズリー、スコット・ヘンダーソン、
コーネル・ロチェスター、リータ・
ギャロウェイ、ビル・サマーズ
 16:25～★ハービー・ハンコック＆
ジョー・ザヴィヌル＆フリードリヒ・
グルダ：ライヴ・イン・ザルツブルク
1989

15:30

16:00 LIVEダブリンの街角で～ OTHER 
VOICES～ #30《出演》フィオン・
レーガン他

情報番組 15:49～レイラ・ハサウェイ：ライヴ
・イン・シンガポール 2018

16:00

16:30 情報番組 LIVEダブリンの街角で～ OTHER 
VOICES～ #32《出演》スティーヴ
・アール

LIVEダブリンの街角で～ OTHER 
VOICES～ #33《出演》ギャヴィン
・フライデー他

16:40～スウェード：ライヴ・イン・
フランス2013

16:30

17:00 トゥー・ドア・シネマ・クラブ：ライヴ
・イン・フランス2017

情報番組 17:05～アース・ウインド＆ファイ
アー：ロック・レジェンズ

17:00

17:30 バディ・ホリー：ロック・レジェンズ 情報番組 情報番組 情報番組 情報番組 17:30

18:00 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288夜▽ジ
ミー・ペイジ、ラリー・グラハム＆グ
ラハム・セントラル・ステーション、
エリー・ゴールディング、バンド・オ
ブ・ホーセズ、フォールズ他

ジュールズ倶楽部  第289夜▽ブラ
イアン・フェリー、シネイド・オコ
ナー、テーム・インパラ、ビッフィ・
クライロ、コートニー・パイン他

ジュールズ倶楽部  第290夜▽ザ・
ウィークエンド、ソウル IIソウル、ラ
ナ・デル・レイ、トム・オデール他

ジュールズ倶楽部  第291夜▽ス
ウェード、ザ・ストライプス、キャッ
ト・パワー他

★ＭＡ HEADLINES 【女性トップスター特集！】
 18:00～★マイリー・サイラス：
ポップ・プロフィール
 18:28～テイラー・スウィフト：スー
パースター
 19:30～★ケイティ・ペリー／サテ
ン・ドールズ：ライヴ・イン・メキシ
コ2008
 20:15～レディー・ガガ：ロンドン・
ライヴ
 20:45～ケシャ：ポップ・プロフィー
ル
 21:10～★セレーナ・ゴメス：ポッ
プ・プロフィール
 21:40～アデル：ポップ・プロ
フィール
 22:05～カーリー・レイ・ジェプセ
ン：ロンドン・ライヴ 2013
 22:30～アリアナ・グランデ：マイ・
ウェイ
 23:31～★メーガン・トレイナー：
ポップ・プロフィール

18:00

18:30 番組未定 18:30

19:00 19:05～クリス・コーネル（サウンド
ガーデン）：ライヴ・イン・メキシコ
シティ2007

19:05～レッド・ツェッペリン：スタジ
オ・ライヴ

19:10～ボブ・ディラン：ストーリー
＆ソングス

19:10～ダフト・パンク：ポップ・プ
ロフィール

マイ・ケミカル・ロマンス：ライヴ・フ
ロム・トーキョー 2011

【女性トップスター特集！】
 19:00～マドンナ：ストーリー＆ソ
ングス
 19:30～ジャネット・ジャクソン：
ポップ・プロフィール
 20:00～ホイットニー・ヒュースト
ン：ポップ・プロフィール
 20:30～カイリー・ミノーグ：ポップ
・プロフィール
 21:00～マライア・キャリー：ポップ
・プロフィール
 21:26～ブリトニー・スピアーズ：
ストーリー＆ソングス
 21:50～★ジェニファー・ロペス：
ポップ・プロフィール
 22:20～クリスティーナ・アギレラ：
ポップ・プロフィール
 22:45～ピンク：ストーリー＆ソン
グス
 23:10～ケリー・クラークソン：ポッ
プ・プロフィール
 23:35～ビヨンセ：ポップ・プロ
フィール
 24:00～リアーナ：ストーリー＆ソ
ングス

19:00

19:30 キース・ムーン：ロック・スター伝説 19:40～ピンク：ポップ・プロフィー
ル

19:40～Jay-Z：ストーリー＆ソング
ス

東京03角田&ゆってぃのぶらり作
曲の旅#56

19:30

20:00 マルーン5：ポップ・プロフィール ★シネマタイム#639 20:10～ブリトニー・スピアーズ：
ポップ・プロフィール

20:05～オーティス・レディング：
ロック・レジェンズ

19:59～チャカ・カーン：ライヴ・イ
ン・ジャーマニー 1990

20:00

20:30 スティーヴィー・ワンダー：ロック・
レジェンズ

番組未定 20:35～マイケル・ジャクソン：ポッ
プ・プロフィール

20:35～アレサ・フランクリン：ロッ
ク・レジェンズ

20:30

21:00 《白熱ライヴ！》ボーイ・ジョージ＆
カルチャー・クラブ：ベルリン・ライ
ヴ2018

《白熱ライヴ！》スティーヴィー・ワ
ンダー：ライヴ・アット・ミュージック
ラーデン1974

《白熱ライヴ！》デイヴ・スチュ
ワート（ユーリズミックス）：ベルリ
ン・ライヴ2016

《白熱ライヴ！》インコグニート：ラ
イヴ・イン・シンガポール 2018 
feat. リー・ジョン、オマー

21:00

21:30 21:25～ジュールズ倶楽部  第40
夜▽ディアンジェロ、ブラック・グ
レープ、グレゴリー・アイザックス
他

21:30

22:00 21:57～ジュールズ倶楽部  第36
夜▽エルヴィス・コステロ、ボーイ
・ジョージ（カルチャー・クラブ）、レ
ディオヘッド、クリス・アイザック、
ラッキー・デューベ

プリテンダーズ：ロック・レジェンズ 22:05～ダミアン・マーリー：ライヴ
・イン・フランス2015

22:00

22:30 22:26～ジュールズ倶楽部  第38
夜▽シンニード・オコナー、デ
ヴィッド・マッカルモント＆バー
ナード・バトラー他

ジュールズ倶楽部  第41夜▽ラン
ディ・ニューマン、モリッシー、パル
プ、ルーサー・ヴァンドロス他

22:25～ジュールズ倶楽部  第42
夜▽ブラー、ソウル IIソウル、エイ
ミー・マン、ガース・ブルックス他

22:30

23:00 ジュールズ倶楽部  第37夜▽ポー
ル・ウェラー、スーパーグラス、ス
コット・ウォーカー他

23:05～ボブ・マーリー：ストーリー
＆ソングス

23:00

23:30 ジュールズ倶楽部  第39夜▽
ビョーク、ブー・ラドリーズ、トリッ
キー他

23:40～モリッシー：ベルリン・ライ
ヴ2017

スティング：ロック・レジェンズ 23:35～ブラー：ロック・レジェンズ 23:30

24:00 0:05～ポール・ウェラー：ロック・レ
ジェンズ

★ジュールズ倶楽部  第324夜▽
ジェイムス・テイラー他

0:05～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

23:57～ブルーノ・マーズ：素顔の
ままで

24:00

24:30 ジョン・レノン：最期の一日 0:31～カーペンターズ：ロック・レ
ジェンズ

0:41～ブロンディ：ベルリン・ライ
ヴ2017

0:47～バックストリート・ボーイズ：
ロンドン・ライヴ2013

24:30

25:00 0:59～ジャズ・ピアノ 6連弾2018 
クラシック万歳！《出演》小原孝、
国府弘子、塩谷哲、佐藤允彦、佐
山こうた

1:05～ジェイムス・テイラー：ロック
・レジェンズ

シネマタイム#639 0:26～2CELLOS：2フェイシス 25:00

25:30 1:31～エルヴィス・プレスリー：ロッ
ク・スター伝説

1:42～レディー・ガガ：アート・オブ
・ミュージック

テイラー・スウィフト：ストーリー＆
ソングス

番組未定 1:25～マイケル・ジャクソン：イン
サイド・ストーリー

グッド・シャーロット：ライヴ・アット
・ザ・ハウス・オブ・ブルース 2008

25:30

26:00 クリーデンス・クリアウォーター・リ
バイバル：黄金の軌跡

ＭＡ HEADLINES 26:00

26:30 番組未定 2:36～ブルーノ・マーズ：ストー
リー＆ソングス

東京03角田&ゆってぃのぶらり作
曲の旅#56

26:30

27:00 27:05～サミー・ヘイガー Rock & 
Roll Road Tripシーズン2 Ep1
「A4AC」《ゲスト》ジョン・メイヤー、
ジョー・サトリアーニ、ジェイムズ・
ヘットフィールド（メタリカ）、メリッ
サ・エスリッジ、パット・モナハン（ト
レイン）、トミー・リー（モトリー・ク
ルー）、クリス・クリストファーソン
他

サミー・ヘイガーRock & Roll 
Road Tripシーズン2 Ep2「ビッグ・
ドッグ・ダディ」《ゲスト》トビー・
キース

サミー・ヘイガーRock & Roll 
Road Tripシーズン2 Ep4「ツー・ス
トップス」《ゲスト》リック・ニールセ
ン（チープ・トリック）

サミー・ヘイガーRock & Roll 
Road Tripシーズン2 Ep6「アロハ
・フリートウッド」《ゲスト》ミック・フ
リートウッド（フリートウッド・マック）

サミー・ヘイガーRock & Roll 
Road Tripシーズン2 Ep8「ヴェガ
ス・ロック」《ゲスト》ドン・フェル
ダー（元イーグルス）、スティクス
他

ジョン・レノン：ハード・トゥ・イマジ
ン

デヴィッド・ゲッタ：ポップ・プロ
フィール

27:00

27:30 サミー・ヘイガーRock & Roll 
Road Tripシーズン2 Ep3「スモー
ル・タウン」《ゲスト》ジョン・メレン
キャンプ

サミー・ヘイガーRock & Roll 
Road Tripシーズン2 Ep5「ブルー
ス＆ワイン」《ゲスト》ビリー・ギボ
ンズ（ZZトップ）

サミー・ヘイガーRock & Roll 
Road Tripシーズン2 Ep7「リヴィン
・ライヴ」《ゲスト》ジョー・サトリ
アーニ、トミー・リー（モトリー・ク
ルー）他

サミー・ヘイガーRock & Roll 
Road Tripシーズン2 Ep9「チキン
＆チリ」《ゲスト》チャド・スミス（レッ
ド・ホット・チリ・ペッパーズ）

★天使のコーラス #381 27:30


