
POPS＆ROCK （モーニング）

POPS＆ROCK （デイ）

POPS＆ROCK （イヴニング）

POPS＆ROCK （ナイト）

POPS＆ROCK （ミッド・ナイト）

洋楽ベスト・セレクション 春

洋楽ベスト・セレクション 夏

洋楽ベスト・セレクション 秋冬

INDIE POP ステーション

ROCK

ROCK CLASSICS

POST ROCK for Art

ヴィンテージ・ロック

ヘビーメタル／ハードロック

POP PUNK！

PUNK CLASSICS

HEAVY METAL SOUNDHOUSE(伊藤政則)

EDM

EDM POP Style

Electronic Beats for Fashion

GIRLS POP

A.O.R.

A.O.R. 

MIDNIGHT DRIVE 洋楽

SOFT ROCK

オールディーズ

オールディーズ・バラード

S盤アワー

UK ROCK Styling

北欧ポップス

Colorful Pop Styling

■Colorful Pop Styling (Instrumental)

Swingin' Pops（レトロ空間）

Neo-American Vintage

ドリーミーポップ

洋楽カヴァー

洋楽ボッサカヴァー

洋楽ジャジーカヴァー

Organic SSW ～Slow Life Music～

Organic SSW ～Slow Life Music～ （デイ）

Organic SSW ～Slow Life Music～ （ナイト）

ネオ・サーフ・ミュージック

CONTEMPORARY VOCAL

演歌

演歌名曲選

懐かしのベスト演歌 （昭和編）

懐かしのベスト演歌 （平成編）

大漁☆演歌名曲選

歌謡曲 60's Hits

ザ・ナツメロ

回想の音楽集

昭和の流行歌

軍歌／戦時歌謡

魅惑のムード歌謡

昭和の歌謡ポップス

懐かしのテレビ主題歌

ジャパニーズ・シャンソン

グループサウンズ

フォーク

あの頃のフォーク／ニューミュージック

昭和ちゃんねる

元気はつらつ歌謡曲

オキナワン・ポップス

ボーカロイド・ミュージック

JAPANESE CITY POP

Age Free Music ～大人の音楽～

J-POP ENGLISH COVER

Happy Wedding Selection
アーティスト特集 WEEKLY J-POP 2

アーティスト特集 MONTHLY 演歌／歌謡曲

アーティスト特集 MONTHLY 洋楽

アーティスト特集 WEEKLY 洋楽

美空ひばり

石原裕次郎

サザンオールスターズ

松任谷由実

EXILE TRIBE

ザ・ビートルズ

エルヴィス・プレスリー

カーペンターズ

エリック・クラプトン

ボブ・ディラン

ザ・ローリング・ストーンズ

マイケル・ジャクソン

クラシック特集

■モーツァルト

■ショパン

■バッハ

■ベートーヴェン

■ブラームス

■ヴィヴァルディ

■シューベルト

■チャイコフスキー

■ラフマニノフ

■ドビュッシー

■サティ

■ラヴェル

ジャンル別チャンネルリスト　｜　■…インストゥルメンタル　｜　※複数ジャンルにあり

 CHANNEL LIST  for 

ジャンル別チャンネルリスト　｜　■…インストゥルメンタル　｜　※ジャンル重複有り

最新／ヒット・ランキング／ＮＥＷ ＤＩＳＣ

週間 USEN HIT J-POPランキング

週間 USEN HIT 洋楽ランキング

週間 USEN HIT J-POP／洋楽ランキング

週間 USEN HIT 演歌／歌謡曲ランキング

週間 USEN HIT CLASSIC ROCKランキング

週間 USEN HIT アニメ・ランキング

週間 USEN HIT K-POPランキング

週間 USEN HIT インディーズ・ランキング

キャンシステム週間J-POPチャート

キャンシステム週間演歌チャート

キャンシステム週間洋楽チャート

週間 オリコンランキング

週間 レコチョクランキング

週間 レコチョク 洋楽ランキング

週間 Billboard 全米チャート

週間 Billboard JAPANチャート

週間 Billboard R＆B／HIP HOPチャート

USENリクエスト J-POP HOT30

USENリクエスト 演歌／歌謡曲 HOT20

邦楽 HIT SELECT 30

洋楽 HIT SELECT 30

Now Playing Global

最新☆J-POP

最新J-POP NOW

最新☆洋楽

最新☆洋楽 POP Style

最新洋楽トレンド

最新☆J-POP＆洋楽

最新☆インディーズ

最新☆TV＆CINEMA

最新☆アニメ

最新☆DANCE MUSIC

NEW DISC J-POP

NEW DISC 洋楽

NEW DISC ROCK

NEW DISC BLACK MUSIC

NEW DISC JAZZ

NEW DISC HEALING

MUSIC＆TALK WAGON ～音バナ～

アーティスト・セレクション

邦楽　Ｊ-ＰＯＰ ｅｔｃ.

邦楽　演歌／歌謡曲

洋楽　ＰＯＰＳ／ＲＯＣＫ

洋楽　ＢＬＡＣＫ ＭＵＳＩＣ

エヴァーグリーン J-POP／洋楽

アーティスト特集 MONTHLY J-POP

アーティスト特集 WEEKLY J-POP

R30 Hits

R40 Hits

R50 Hits

チャートタイムマシン J-POP

J-POP ステーション

J-POP （モーニング）

J-POP （デイ）

J-POP （イヴニング）

J-POP （ナイト）

季節のJ-POPベスト・セレクション

J-POPベスト・セレクション 春

J-POPベスト・セレクション 夏

J-POPベスト・セレクション 秋

J-POPベスト・セレクション 冬

J-R＆B

J-HIP HOP

J-ROCK

J-ロック NOW

ジャパニーズ・レゲエ

J-ストリート

VISUAL ROCK

アイドル

J-DANCE

CLUB PARTY J-POP

Kawaii J-POP

J-POP カフェ

ネオ・シティポップ

ネオ・シティポップ （デイ）

ネオ・シティポップ （ナイト）

ひだまり J-POP

アコースティック J-POP

ラヴバラード J-POP

J-バラード

ラヴソング J-POP (ミドル～アップ)

ホットドライヴ J-POP

GIRLS J-POP

カヴァー・ソングス

大人のJ-POPカヴァー

オトナJ-POP

洋楽 2020's Hits

洋楽 2010's Hits

洋楽 2000's Hits

洋楽 90's Hits

洋楽 80's Hits

洋楽 70's Hits

洋楽 60's Hits

洋楽☆ヒットパレード

NOW&BEST ロックポップス

平成 洋楽 Hits

チャートタイムマシン 洋楽

懐かしのディスコ☆ヒッツ

ROCK＆SOUL名曲選

ダンス・クラシックス

ロック＆ポップス・ステーション

スポーツ＆フィットネス 洋楽

CONTEMPORARY VOCAL （スロー～ミドル）

CONTEMPORARY VOCAL （ミドル～アップ）

CONTEMPORARY VOCAL （WOMAN）

くつろぎの洋楽VOCAL

くつろぎの洋楽VOCAL（スロー～ミドル）

くつろぎの洋楽VOCAL（ミドル～アップ）

アコースティック 洋楽

コンテンポラリー・ポップス

ラヴバラード 洋楽

洋楽スローバラード

ホットドライヴ 洋楽

モーニングタイム 洋楽

ランチタイム 洋楽

ディナータイム 洋楽

バータイム 洋楽

モーニングタイム 洋楽

ランチタイム 洋楽

ディナータイム 洋楽

バータイム 洋楽

シネマ・ミュージック （80's～最新）

コンテンポラリー・カントリー

カントリー （モダンタイム）

Happy Birthday！

ブラックミュージック・ステーション

BLACK MUSIC （モーニング）

BLACK MUSIC （デイ）

BLACK MUSIC （イヴニング）

BLACK MUSIC （ナイト）

BLACK MUSIC （ミッド・ナイト）

R＆B

R&B POP Style

R&B （メロウ）

R&B （グルーヴ）

R＆B CLASSICS

HIP HOP

HIP HOP CLASSICS

USヒップ・ホップ

R&B （グルーヴ）

R＆B CLASSICS

HIP HOP

HIP HOP CLASSICS

USヒップ・ホップ

J-POP 2020's Hits

J-POP 2010's Hits

J-POP 2000's Hits

J-POP 90's Hits

J-POP 80's Hits

J-POP 70's Hits

60・70年代 J-POP

ヤング☆ナツメロ

歌謡☆ヒットパレード

平成 J-POP Hits

懐かしのベストJ-POP （昭和編）

懐かしのベストJ-POP （平成編）
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ＪＡＺＺ／ＦＵＳＩＯＮ

ＣＬＡＳＳＩＣ

ＷＯＲＬＤ　ＭＵＳＩＣ 

ＨＥＡＬＩＮＧ

■クラシック・ステーション

■クラシック （モーニング）

■クラシック （デイ）

■クラシック （イヴニング）

■クラシック （ナイト）

■クラシック （ミッドナイト）

■やさしいクラシック

■クラシック・ベスト・セレクション

■快適クラシックBGM

■ライト・クラシック

■ヒーリング・クラシック

■やさしいクラシック・ピアノ

■モーニング・クラシック (小鳥の声入)

■室内楽／器楽曲

■室内楽の風

■シンフォニー／コンチェルト

オペラ／声楽曲

オペラの調べ

■バロック

■やさしいバロック

■モーツァルト・ヒーリング

こどもと聴くクラシック

讃美歌

■セレモニー・クラシック

■チャペル向けパイプ・オルガン

イタリアン空間向けクラシック

■金融機関向けクラシック

■クリニック向けClassic Compilation

■マタニティ・クラシック

■カジュアル・クラシック

■吹奏楽

■ザ・ビートルズ (クラシック・カヴァー)

■ファンシー・オルゴール・クラシック

■美容空間向けBGM※

スパタイムミュージック

スパタイムミュージック 神秘的な月の光

スパタイムミュージック 情熱的な生命の炎

スパタイムミュージック 透き通るような水の戯れ

スパタイムミュージック おおらかな樹木の安らぎ

スパタイムミュージック 愛と輝きに満ちた美しさ

スパタイムミュージック 雄大な大地の癒し

スパタイムミュージック 希望に満ちた陽の光

■ヨーガBGM

■癒しのPiano Compilation

■Piano Compilation (スロー～ミドル)

■Piano Compilation （ミドル～アップ）

■くつろぎのGuitar Compilation

■Guitar Compilation (スロー～ミドル)

■Guitar Compilation （ミドル～アップ）

■ファンシー・オルゴール

■ファンシー・オルゴール for KIDS

■オルゴール

■イルカ・クジラ ～海からの癒し～

■モーニングBGM (小鳥の声入)

■シーサイドBGM （波の音入）

自然音～波・浜辺～

自然音～森林浴～

自然音～小鳥の声～

自然音～虫の音色～

自然音～日本の清流～

自然音～雨の音～

自然音～滝の音～

自然音～焚火の音～

自然音～風の音～

自然音～ししおどし～

自然音～ひぐらし～

自然音～花火～

自然音～カエルの鳴き声～

自然音～波の音～

自然音～風鈴～

ソウル・クラシックス

ブルース

NOW&BEST ブルース

ファンク

レゲエ

レゲエ （チルタイム）

LOVERS ROCK

レゲトン ～ラテン・パーティー～

SOCA ～HOT BEACH～

エスニック・アフロビート

HIP HOP＋R＆B (Manhattan Records)

Urban Jazz & Soul

Urban Jazz & Soul （デイ）

Urban Jazz & Soul （ナイト）

usen for Free Soul

ハワイアン・レゲエ

ショップ空間向けHIP HOP

■LOUNGE MUSIC (Instrumental) （デイ）

■LOUNGE MUSIC (Instrumental) （ナイト）

リラクセーション LOUNGE

チルアウト・ミュージック

Bonjour Records

沖野修也 presents Music in The Room

ＣＡＦＥ／ＬＯＵＮＧＥ ｅｔｃ.

■カフェ・ミュージック (小鳥の声入)

カフェ・ミュージック （スロー～ミドル）

カフェ・ミュージック （ミドル～アップ）

カフェ・ミュージック （フェミニン）

■カフェ・ミュージック・インスト

cafe music ステーション

cafe music （モーニング）

cafe music （デイ）

cafe music （イヴニング）

cafe music （ナイト）

cafe music （ミッド・ナイト）

usen for Cafe Apres-midi

usen for Cafe Apres-midi

Afternoon Tea Music

IDEE Records

スロウ・ボサノヴァ ～シエスタ～

スロウ・ボサノヴァ ～シエスタ～ （デイ）

スロウ・ボサノヴァ ～シエスタ～ （ナイト）

■ボサノヴァBGM

ボサノヴァ・カフェ

イージーリスニング CAFE

■ヒーリング CAFE

TRANSIT records

■ライト・ラウンジBGM

Quiet Lounge

■Luxury Classic／Ambient

■美容空間向けBGM※

CAFE ELECTRONICA

■CAFE ELECTRONICA （Instrumental）

リゾート・ミュージック ～楽園音楽～

世界のリゾート・カフェ

■メランコリックBGM

■リラックスBGM

とっておきのリラックス・タイム

コーヒー・ジャズ

salon jazz

■salon jazz (Instrumental)

美しきアルゼンチンの音楽

フレンチ・ポップス 60-80's

フレンチ・ポップス 60-80's 
(ミドル～アップ)
フレンチ・ポップス 60-80's
(スロー～ミドル)

■アイランドBGM ～スティールパン・
カフェ

■和風ラウンジ※

■ジャズ・ステーション

■ジャズ （モーニング）

■ジャズ （デイ）

■ジャズ （イヴニング）

■ジャズ （ナイト）

■ジャズ （ミッド・ナイト）

■soft jazz

■jazz bossa

■westcoast jazz

ジャズ・スタンダード

居酒屋ジャズ

居酒屋ジャズ・ヴォーカル

バータイム・ジャズ・ヴォーカル

■モダン・ジャズ

■モダン・ジャズ （リラックス）

■モダン・ジャズ （フレッシュ）

■モダン・ジャズ・ピアノ

■ライト・ジャズ

ジャズ・ヴォーカル (スロー～ミドル)

ジャズ・ヴォーカル (ミドル～アップ)

ヴィンテージ・ジャズ・ボーカル

■ジャズ (ブルージー)

■JAZZ (diskunion)

■ジャズ・ピアノ・トリオ

■ピアノ・ジャズ （リラックス）

■ピアノ・ジャズ （フレッシュ）

■スロー・ジャズ・ピアノ

■美食空間向けジャズ

■J-POP JAZZ COVERS

■POPULAR JAZZ COVERS

北欧ジャズ

ジャズ喫茶いーぐる (後藤雅洋)

■ディキシーランド・ジャズ

スウィング・ジャズ

ヒーリング・ベスト・セレクション

ヒーリング・コンピレーション

■ヒーリングミュージック ～癒し音楽～

■癒し空間BGM ～α波の誘い～

■ミュージック・セラピー ～心の癒し～

ヒーリング・ヴォイス

■Healing for Beauty

■PACIFIC MOON ～アジアの癒し～

葉加瀬太郎 Selection～Sweet Melodies～

Pure Sweet HEALING ～やさしい音楽～

K-POP

K-POP (ミドル～アップ)

K-POP (スロー～ミドル)

韓国演歌・歌謡

韓国民謡

■韓国BGM

中国ポップス

中国ポップス (ミドル～アップ)

中国ポップス (スロー～ミドル)

中国民謡・歌曲

中国楽器演奏

中国楽器演奏（スロー）

中国楽器演奏（ミドル～アップ）

中華風BGM

香港ポップス

香港ポップス（ミドル～アップ）

香港ポップス（スロー～ミドル）

台湾ポップス

台湾ポップス （ミドル～アップ）

台湾ポップス (スロー～ミドル)

台湾歌謡曲

フィリピン・ポップス

■ベトナムBGM

タイ・ポップス

タイ・ポップス (ミドル～アップ)

タイ・ポップス (スロー～ミドル)

■タイBGM

インドネシアン・ポップス

インドネシアン・ポップス (ミドル～アップ)

インドネシアン・ポップス (スロー～ミドル)

■インドネシア宮廷音楽 ～ガムラン～

インド・ポップス

インド・ポップス (ミドル～アップ)

インド・ポップス (スロー～ミドル)

■インド楽器演奏

ネパール・ポップス

トルコ・ポップス

■アラビックBGM (ベリーダンス)

アフリカン・ポップス

陽気なサルサ

■陽気なラテンBGM

陽気なサンバ

ブラジリアン・ポップス

ブラジリアン・ポップス (ミドル～アップ)

ブラジリアン・ポップス (スロー～ミドル)

哀愁のアルゼンチン・タンゴ

サウンドオブジェ

■バリ・ヒーリング ～神々の島の癒し～

■スウィング・ジャズ (Instrumental)

■ジプシー・スウィング（レトロ空間）

■ラグ・タイム・ミュージック

■New Jazz Rock

■スムース・ジャズ （インスト）

スムース・ジャズ （Vocal）
コンテンポラリー・ジャズ・ボーカル （フレッ
シュ）

コンテンポラリー・ジャズ・ボーカル （リラッ
クス）

■バラード・フュージョン

■ライト・フュージョン

■パワー・フュージョン

■和風ジャズ※

■salon classic (Instrumental)

■Chillhop Music for ワークスペース※

アジアン・カフェ

ボサノヴァ

ボサノヴァ （デイ）

ボサノヴァ （ナイト）

HOUSE MUSIC (125bpm)

■HOUSE （Instrumental）

HOUSE CLASSICS

DEEP HOUSE for Fashion

ラウンジ／ハウス

HOUSE NATION

テクノ for Fashion

TRANCE ～CLUB MIX～

■TRANCE (Instrumental)

PSYCHEDELIC TRANCE

ダンス／クラブ

Nu Disco for Fashion

ユーロビート

スーパー・ユーロビート

CLUB JAZZ for Fashion

Electro Swing ～パーティータイム～

LOUNGE MUSIC

LOUNGE MUSIC （デイ）

LOUNGE MUSIC （ナイト）

■LOUNGE MUSIC (Instrumental)

JAZZ HIP HOP

■JAZZ HIP HOP (Instrumental)

■Lo-Fi Beats for ワークスペース

■Chillhop Music for ワークスペース※

Organic Soul

ソウル

洋楽　ＢＬＡＣＫ ＭＵＳＩＣ

ＣＬＵＢ／ＤＡＮＣＥ ＭＵＳＩＣ
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カントリー＆ウェスタン ～Good Old American～

カントリー＆ウェスタン （オールドタイム）

ブルーグラス ～Good Old American～

ハワイアン

■ハワイアンBGM

■ハワイアン・インスト

ハワイアン・コンテンポラリー

■Aloha！ウクレレBGM

ワールド・ミュージック (ミクスチャー)

イージーリスニング／インストゥルメンタル
ｅｔｃ．

■快適ショッピングBGM （アップ）

■快適ショッピングBGM （スロー）

■快適イージーリスニング

■カジュアル J-POPインスト

■J-POPボサノヴァBGM

■彩食BGM

■ハッピー・クッキング・ミュージック

■リゾートBGM

　 シックエレガント・ミュージック

■憩いのひとときセレクション

■やさしいアコースティック J-POPインスト

■やさしいアコースティック 童謡インスト

■アコースティック （エレガンス）

■アコースティック （リラックス）

■ピアノ J-POPインスト

■ピアノBGM

■ピアノ 童謡インスト

■ピアノ・イージーリスニング （フレッシュ）

■ピアノ・イージーリスニング （リラックス）

■ハープBGM

■はつらつ！マーチBGM

■キッズ・マーチ・インスト

■USEN Hits インスト

■盛り上がるJ-POPインスト

■盛り上がる洋楽インスト

■くつろぎの洋楽インスト

■買い物にぴったり！J-POPインスト

■J-POPインスト （アップ）

■J-POPインスト （ミドル）

和風／民謡各地／日本の伝統芸能

■お琴の調べ

■お琴の調べ （古典風）

■お琴の調べ （古典／せせらぎ入）

■お琴の調べ （童謡・唱歌）

■お琴の調べ （J-POPヒッツ）

■和楽器BGM ～みやび～

■和楽器BGM ～にぎわい～

■三味線BGM

■和風ジャズ※

■和風オーケストラ

■和風ヒーリング※

■和風ラウンジ※

　特選！全国民謡

日本民謡 （全国）

　津軽民謡

　奄美民謡

　琉球民謡

　琉球民謡 (ミドル～アップ)

　琉球民謡 (スロー)

　ハナハナ島唄

■沖縄風三線BGM

■雅楽

　 浪曲

　 小唄／端唄

　 相撲甚句

■日本の太鼓

■祭囃子

　 お祭りわっしょい！

■和風BGM ～戦国風～

　 落語

ファミリー／キッズ／マタニティ

　 どんぐりの森のメロディ

　 みんなのうた

　 みんなだいすき♪キッズ・ソング

　 最新☆ティーンズ・ポップス

カラフル・ポップ for KIDS

　 HAPPY♪KIDDY SONGS

　 おとぎの国の音楽

■おやすみ赤ちゃん

　 うたってあそぼ♪

　 童謡

　 唱歌

　 心あたたまる童謡・唱歌

　 アニメ／ゲーム

　 懐かしのベスト アニメ

　 日本･世界の童話

　 懐かしのアニメ・ソング

　 バースデイソング

　■ バースデイソング （Piano Solo ver.）

カルチャー

アラビックBGM （ベリーダンス）

ラジオ体操第1

ラジオ体操第2

■社交ダンス

アニソン

Kawaii エレクトロ・ポップ

ミュージカル

a-FAN FAN

BUSHI.ST

耳で読む文芸／ミステリー

般若心経

羊の数

アリバイ

ABSカラオケ伝言板放送

USEN MONTHLY SPECIAL

アニメ／バラエティ ｅｔｃ.

季節音楽／ショッパーズ・ツール

ロッキーのテーマ

DENTAL CLINIC Comment Program

パチンコ店向けBGM

プロ野球応援ソング 1～12

店内コメント (閉店案内)

店内コメント (開店案内)

店内コメント (休店案内)

お知らせコメント (防犯)

エスカレーター案内コメント (晴)

エスカレーター案内コメント (雨)

駐車場コメント

電話保留コメント

■タイムセール用インスト「TRUTH｣

■タイムセール用インスト「宇宙戦艦ヤマト」

■タイムセール用インスト
「マツケンサンバ2」

■タイムセール用インスト
「GOLDFINGER '99」

■タイムセール用インスト「JUMP」

サッカー日本代表応援ソング

スポーツ応援ソング

■スポーツ応援ソング （Instrumental）

 （システム無音）

■春のイージーリスニング

■初夏のイージーリスニング

■夏のイージーリスニング

■秋のイージーリスニング

■冬のイージーリスニング

■初春のイージーリスニング

春の童謡・唱歌 
（「うれしいひなまつり」他）

春の童謡・唱歌 （「こいのぼり」他）

初夏の童謡・唱歌

夏の童謡・唱歌

秋の童謡・唱歌

■春の童謡インスト

■夏の童謡インスト

■秋の童謡インスト

■冬の童謡インスト

■春のJ-POPインスト

■夏のJ-POPインスト

■秋のJ-POPインスト

■冬のJ-POPインスト

■春のオルゴール

■夏のオルゴール

■秋のオルゴール

■冬のオルゴール

年末用童謡・唱歌 繰り返し

■年末用童謡インスト （ミドル～アップ）

■年末用童謡インスト （スロー～ミドル）

■年末年始向けJ-POPインスト

■第九イージーリスニング （カジュアル）

■第九ハイテンション・インスト

■第九ライト・クラシック

■第九イージーリスニング

■第九ライト・フュージョン

■第九イージーリスニング （年末挨拶入り）

■年末向け和風インスト （第九入り）

■お正月用筝曲「春の海」

■筝曲「春の海」 （年始挨拶入り）

■お正月用筝曲

■お正月童謡インスト

■お正月用和風創作BGM

■新春向けウィンナ・ワルツ

■ヴィヴァルディ「春」

■年始バーゲンセール向けインスト
 （初売り）

「まめまき」 繰り返し

■「まめまき」インスト 繰り返し

valentine cafe music

ヴァレンタインデイ向けJ-POP＆洋楽

ヴァレンタインデイ向けJ-POP

ヴァレンタインデイ向け洋楽

■ヴァレンタイン用J-POPインスト

■ヴァレンタインデイ向けJ-POP 
ボサノヴァ・インスト

ホワイトデイ向けJ-POP＆洋楽

ホワイトデイ向けJ-POP

ホワイトデイ向け洋楽

■ホワイトデイ向けJ-POP
 ボサノヴァ・インスト

「うれしいひなまつり」 繰り返し

■「うれしいひなまつり」インスト 繰り返し

■筝曲「さくらさくら」 繰り返し

入学セール向け童謡・唱歌 
（「一年生になったら」他）

■入学セール向け「一年生になったら」
インスト 繰り返し

新一年生 ランドセル販促ソング

端午の節句向け童謡・唱歌
 （「こいのぼり」、「せいくらべ」） 繰り返し

■端午の節句向け童謡インスト
 （「こいのぼり」他）

母の日向け童謡・唱歌(「おかあさん」他)

ＷＯＲＬＤ　ＭＵＳＩＣ 

　 講談

　 漫才

■浪漫倶楽部 ～懐かしの軽音楽～

　 十日戎

　 浜松まつり （静岡）

　 博多どんたく （福岡）

　 三社祭 （東京）

　 天神祭 （大阪）

　 祇園祭 （京都）

　 ねぶた （青森）

　 花笠まつり （山形）

　 郡上おどり （岐阜）

　 岸和田だんじり祭 （大阪）

　 よさこい祭り （高知）

　 阿波おどり （徳島）

■入学セール向け「一年生になったら」
インスト 繰り返し

新一年生 ランドセル販促ソング

端午の節句向け童謡・唱歌
 （「こいのぼり」、「せいくらべ」） 繰り返し

■端午の節句向け童謡インスト
 （「こいのぼり」他）

母の日向け童謡・唱歌(「おかあさん」他)

■母の日向け「おかあさん」インスト 繰り返し

父の日向け童謡・唱歌(「パパの背広」他)

■父の日向け「パパの背広」インスト 繰り返し

自然音 ～波・浜辺～※

自然音 ～森林浴～※

自然音 ～日本の清流～

自然音 ～虫の音色～

小鳥の声／別れのワルツ

自然音 ～小鳥の声～

■別れのワルツ

■別れのワルツ （ハープ）

■別れのワルツ （イージーリスニング）

■家路

■ウェディングマーチ

■軍艦マーチ

■J-POP＆洋楽 ヒッツ・インスト

■J-POP＆洋楽インスト （アップ）

■J-POP＆洋楽インスト （ミドル）

■カラオケ J-POP

■カラオケ 演歌

■演歌名曲選インスト

■洋楽インスト

■洋楽インスト （ミドル～アップ）

■洋楽インスト （スロー）

■ワークミュージック

■ハッピー・ポップ・インスト

■躍動！ダンスビート （Instrumental）

■グルーヴィー・フュージョン

■エレキ・インスト

■キッズパーク・インスト

■オフィスBGM （powered by KOKUYO）

■オフィスBGM （powered by KOKUYO）
モーニング

■オフィスBGM（powered by KOKUYO）デイ

■オフィスBGM（powered by KOKUYO）
イヴニング

■オフィスBGM
（powered by KOKUYO）ナイト

■イージーリスニング・ステーション

■イージーリスニング （モーニング）

■イージーリスニング （デイ）

■イージーリスニング （イヴニング）

■イージーリスニング （ナイト）

■イージーリスニング （ミッドナイト）

■くつろぎのイージーリスニング

■魅惑のイージーリスニング

■魅惑のイージーリスニング

■シネマ・ミュージック （50～70's）

■ムード・イージーリスニング

■ハートフル・ストリングス

■エレガント・オーケストラ

■イージーリスニング・アコースティック

■イージーリスニング・カジュアル

フォルクローレ

陽気なメキシコの音楽

ドイツのビアポルカ

アルプスのヨーデル

情熱のフラメンコ

スパニッシュ・ポップス

スパニッシュ・ポップス (ミドル～アップ)

スパニッシュ・ポップス (スロー～ミドル)

■スペインBGM

フレンチ・ポップス

フレンチ・ポップス (ミドル～アップ)

フレンチ・ポップス (スロー～ミドル)

NOW&BEST フレンチ・ポップス

古き良きフランスのシャンソン

■フレンチBGM

イタリアン・ポップス

イタリアン・ポップス (ミドル～アップ)

イタリアン・ポップス (スロー～ミドル)

古き良きイタリアのカンツォーネ

■イタリアンBGM

ケルティック

■WORLD MUSIC ～暮らしの音楽～



■【健康BGM】免疫力を高めるJAZZ

■【健康BGM】免疫力を高めるクラシック

■【健康BGM】免疫力を高めるJ-POPカヴァー

■【健康BGM】免疫力を高めるヒーリング

■【健康BGM】仮眠のための音楽

■【健康BGM】禁煙を支援する音楽

■【健康BGM】女性のPMSを緩和させる音楽

■【健康BGM】血行を良くするクラシック

■【健康BGM】シニアのためのヒーリング

ジャンル別チャンネルリスト　｜　■…インストゥルメンタル　｜　※複数ジャンルにあり ジャンル別チャンネルリスト　｜　　■…インストゥルメンタル　｜　※ジャンル重複有り

音の効果

洋楽 2010's Hits クリスマス

洋楽 2000's Hits クリスマス

洋楽 90's Hits クリスマス

洋楽 80's Hits クリスマス

洋楽☆ヒットパレード・クリスマス

POPS＆ROCK クリスマス （モーニング）

POPS＆ROCK クリスマス （デイ）

POPS＆ROCK クリスマス （イヴニング）

POPS＆ROCK クリスマス （ナイト）

オールディーズ・クリスマス

Colorful Pop Styling X'mas

Organic SSW ～Slow Life Music～ X'mas

CONTEMPORARY VOCAL X'mas

臨時特集 1

臨時特集 2

臨時特集 3

特集／特別番組

ＳＯＵＮＤ　ＤＥＳＩＧＮ
ｆｏｒ　ＯＦＦＩＣＥ　(オフィス向け)

■Concentration ～働く人の集中力UP～

■メンタルケア ～うつに寄り添う音楽～

ノー残業デーアナウンス (男性)
ノー残業デーアナウンス （男性）
（モーニング）

ノー残業デーアナウンス （男性）（デイ）

ノー残業デーアナウンス （男性）（ナイト）

ノー残業デーアナウンス (女性)
ノー残業デーアナウンス （女性）
（モーニング）

ノー残業デーアナウンス （女性）（デイ）

ノー残業デーアナウンス （女性）（ナイト）

終業時間アナウンス (男性)

ロイヤリティ・フリー

全業種向けコメント3 CONTEMPORARY VOCAL

全業種向けコメント3 応援ソング～音楽で力を

■全業種向けコメント3 USEN Hits インスト

■全業種向けコメント3 くつろぎのイージーリスニング

■全業種向けコメント3 やさしいクラシック

■全業種向けコメント3 ファンシー・オルゴール

全業種向けコメント3 ジャズ・スタンダード

■全業種向けコメント3 ピアノ・トリオ

全業種向けコメント3 コメントのみ （無音long ver.）

全業種向けコメント3 コメントのみ （無音short ver.）

■イージーリスニング・クリスマス （モーニング）

■イージーリスニング・クリスマス （デイ）

■イージーリスニング・クリスマス
 （イヴニング）

■イージーリスニング・クリスマス （ナイト）

■イージーリスニング・クリスマス
 （ミッドナイト）

■イージーリスニング・クリスマス

■イージーリスニング・クリスマス
 (ミドル～アップ)

■イージーリスニング・クリスマス
 (スロー～ミドル)

■魅惑のイージーリスニング・クリスマス

■ストリングス・オーケストラ クリスマス

■イージーリスニング J-POP クリスマス

■J-POPボサノヴァBGM クリスマス

■彩食BGM クリスマス

■アコースティック・クリスマス・インスト

■ピアノBGM クリスマス

■ハープBGM クリスマス

■購買意欲が高まるクリスマス・インスト

■購買意欲が高まるクリスマス・ジャズ

■J-POP クリスマス・インスト (ミドル～アップ)

■J-POP＆洋楽 クリスマス・ベスト・ヒッツ・インスト
(ミドル～アップ)

スタンダード・クリスマス

■スタンダード・クリスマス・インスト

■トランス・クリスマス・インスト

■ハイパー・クリスマス・インスト

みんなだいすき♪キッズ・ソング・クリスマス

HAPPY♪KIDDY X'mas SONGS

おとぎの国のクリスマス

うたってあそぼ♪ クリスマス

終業時間アナウンス （女性）

■帰宅を促す音楽

プレミアムフライデーコメント (女性)

オフィス向け感染症予防コメント

オフィス向け感染予防コメント （朝）

オフィス向け感染予防コメント （昼）

オフィス向け感染予防コメント （夕方）

季節音楽 （童謡etc.）

■季節音楽 （イージーリスニング）

■季節音楽 （オルゴール）

■季節音楽 （童謡インスト）

■季節音楽 （J-POPインスト）

季節／催事用 1

季節／催事用 2

季節／催事用 3

季節／催事用 4

季節／催事用 5

季節／催事用 6

季節／催事用 7

マスキング効果 ～自然音～

■情熱大陸

■情熱大陸 （Violin＆Piano ver.）

■待ち時間のイライラ軽減BGM （アコースティック）

■待ち時間のイライラ軽減BGM （イージーリスニング）

We believe future！コメント 最新☆J-POP

We believe future！コメント 最新☆洋楽

We believe future！コメント CONTEMPORARY VOCAL

■We believe future！コメント ピアノ・トリオ

We believe future！コメント ハナハナ島唄

■We believe future！コメント 沖縄風三線BGM

We believe future！コメント集

エルヴィス・プレスリー・クリスマス

カーペンターズ・クリスマス

マイケル・ジャクソン・クリスマス

J-POP 2000's Hits クリスマス

J-POP 90's Hits クリスマス

季節音楽(クリスマス)

ホットドライヴ 洋楽 クリスマス

洋楽 クリスマス

洋楽 クリスマス （バラード）

洋楽 クリスマス （ミドル～アップ）

BLACK MUSIC クリスマス （モーニング）

BLACK MUSIC クリスマス （デイ）

BLACK MUSIC クリスマス （イヴニング）

BLACK MUSIC クリスマス （ナイト）

BLACK MUSIC クリスマス （ミッド・ナイト）

R＆B クリスマス

R＆B CLASSICS クリスマス

ソウル・クリスマス

レゲエ・クリスマス

HOUSE MUSIC X'mas （125bpm）

100％ HOUSE クリスマス

カフェ・ミュージック・クリスマス

スロウ・ボサノヴァ・クリスマス

イージーリスニング CAFE X'mas

LOUNGE クリスマス

■ライト・ジャズ・クリスマス

salon jazz X'mas

■ライト・フュージョン・クリスマス

■クリスマス・ジャズ・インスト

スタンダード・ヴォーカル・クリスマス

スタンダード・ヴォーカル・クリスマス 
（ミドル～アップ）

スタンダード・ヴォーカル・クリスマス 
（スロー～ミドル）

臨時特集 8

臨時特集 9

臨時特集 10

臨時特集 11

臨時特集 12

臨時特集 13

臨時特集 14

臨時特集 15

臨時特集 16

ステレオ調整

■エキサイティング・ポップス (ミドル)

■エキサイティング・ポップス (アップ)

■アクティヴ・ポップス

■かわいいポップス

■おしゃれポップス

■クール・ポップス

■ハッピー・ポップス (ミドル)

■ハッピー・ポップス (アップ)

■リラックス・ポップス

■爽やかポップス

■エキサイティング・ロック (ミドル)

■エキサイティング・ロック (アップ)

■ハッピー和風

■ノスタルジック和風

■リラックス・ニューエイジ

■美しいニューエイジ (スロー)

■美しいニューエイジ (ミドル)

■美しいニューエイジ・ピアノ

臨時特集 4

臨時特集 5

臨時特集 6

臨時特集 7

■クラシック・クリスマス

■ブラス・アンサンブル・クリスマス

ヒーリング・ベスト・セレクション クリスマス

ヒーリング・ヴォイス・クリスマス

■Piano Compilation X'mas （スロー～ミドル）

■Guitar Compilation X'mas （スロー～ミドル）

■ファンシー・オルゴール・クリスマス

■オルゴール・クリスマス

■モーニングBGM クリスマス （小鳥の声入）

J-POP 80's Hits クリスマス

歌謡☆ヒットパレード・クリスマス

J-R＆B クリスマス

アイドル・クリスマス

J-LOUNGE クリスマス

GIRLS J-POP クリスマス

J-POP クリスマス

J-POP クリスマス （バラード）

J-POP クリスマス （ミドル～アップ）

J-POP＆洋楽 クリスマス・ベスト・ヒッツ

■全業種向けコメント2 やさしいクラシック

■全業種向けコメント2 ファンシー・オルゴール

全業種向けコメント2 ジャズ・スタンダード

■全業種向けコメント2 ピアノ・トリオ

全業種向けコメント2  コメントのみ （無音long ver.）

全業種向けコメント2  コメントのみ （無音short ver.）

全業種向けコメント2 コメントのみ （無音short ver.）

全業種向けコメント2  コメントのみ （無音short ver.）

全業種向けコメント3 最新☆洋楽

応援ソング～音楽で力を

全業種向けコメント1 最新☆J-POP

全業種向けコメント1 最新☆洋楽

全業種向けコメント1
 CONTEMPORARY VOCAL
全業種向けコメント1
 応援ソング～音楽で力を

■全業種向けコメント1 USEN Hits インスト

■全業種向けコメント1
 くつろぎのイージーリスニング

■全業種向けコメント1 やさしいクラシック

■全業種向けコメント1 ファンシー・オルゴール

全業種向けコメント1 ジャズ・スタンダード

■全業種向けコメント1 ピアノ・トリオ

全業種向けコメント1
 コメントのみ （無音long ver.）
全業種向けコメント1
 コメントのみ （無音short ver.）

全業種向けコメント2 最新☆J-POP

全業種向けコメント2 最新☆洋楽

全業種向けコメント2
 CONTEMPORARY VOCAL
全業種向けコメント2
 応援ソング～音楽で力を

■全業種向けコメント2 USEN Hits インスト

■全業種向けコメント2
 くつろぎのイージーリスニング

ハロウィン向けParty Song

■秋の収穫祭用インスト

ブラック・フライデイSALE

■ブラック・フライデイSALE（Instrumental）

涼感ボサノヴァ

■涼感アコースティック

涼感スムース・ジャズ ～波の音入～

■涼感ミント・ポップ

■涼感ウクレレ ～波の音入～

■涼感ポップス

■「たなばたさま」 繰り返し

■「たなばたさま」インスト 繰り返し

■七夕用童謡インスト

「つき」 繰り返し

■「つき」インスト 繰り返し

ハロウィン

ハロウィンJ-POP

季節音楽／ショッパーズ・ツール



ジャンル別チャンネルリスト　｜　■…インストゥルメンタル　｜　※複数ジャンルにあり ジャンル別チャンネルリスト　｜　　■…インストゥルメンタル　｜　※ジャンル重複有り

■ロマンチック・バラード

■ノスタルジック・バラード

■ドラマチック・バラード

■センチメンタル・バラード

■センチメンタル・バラード

■美しいイージーリスニング (スロー)

■美しいイージーリスニング (ミドル)

■爽やかイージーリスニング

■かわいいイージーリスニング

■おしゃれイージーリスニング

■リラックス・イージーリスニング

■リラックス・イージーリスニング・ピアノ

■ハッピー・イージーリスニング

■アクティヴ・イージーリスニング

■ロマンチック・イージーリスニング

■ノスタルジック・イージーリスニング

■イージーリスニング・ピアノ

■イージーリスニング・ピアノ(スロー～ミドル )

■イージーリスニング・ピアノ(ミドル～アップ)

■イージーリスニング・ストリングス

■イージーリスニング・ストリングス  (スロー～ミドル )

■イージーリスニング・ストリングス (ミドル～アップ )

■イージーリスニング・ボッサ

■リラックス・ボッサ

■美しいクラシカル

■美しいクラシカル・ストリングス

■美しいクラシカル (ピアノ)

■美しいクラシカル (フルート)

■アクティヴ・ジャズ

■クール・ジャズ

■リラックス・ジャズ

■リラックス・ジャズ (ピアノ)

■おしゃれジャズ

■おしゃれフュージョン

■エキサイティング・ダンス (ミドル)

■エキサイティング・ダンス (アップ)

■クール・ダンス

■ハッピー・ダンス

■サイバー・ダンス

■かわいいテクノ

■クール・エレクトロニカ

■近未来エレクトロニカ

■近未来エレクトロニカ (スロー～ミドル)

■近未来エレクトロニカ (ミドル～アップ)

■ハッピー・ラテン

■チャイム (アコースティックギター1)

■チャイム (アコースティックギター2)

■チャイム (オルゴール)

■チャイム (ジャズ)

■チャイム (和風)


