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JFN L3１に関するお問合せ先 ： （株）ジャパンエフエムネットワーク（JFNC） ０３－３２２１－０２４４ ０９/０４現在

とは

JFN L31とはＪＦＮ系ローカルＦＭ３１局のことです

ＦＭ秋田

ＦＭぐんま

ＦＭ長野

ＦＭ石川

ＦＭ三重

ＦＭ山陰

ＦＭ香川

ＦＭ高知

ＦＭ熊本

ＦＭ鹿児島

JFN L31はクライアントの皆様に新しい選択肢をご提案します

JFN L31はＦ１、Ｍ１は勿論のこと、

３０代、４０代にも圧倒的に聴かれています

JFN L31置局県人口（５、２１９万人）は

首都圏（東京、神奈川、千葉、埼玉）に大阪、愛知を加えた

人口（５，０７６万人）に匹敵します。

ＦＭ青森

ＦＭ山形

ＦＭ栃木

K・MIX

ＦＭ福井

ＦＭ滋賀

ＦＭ岡山

ＦＭ愛媛

ＦＭ佐賀

ＦＭ大分

ＦＭ沖縄

ＦＭ岩手

ふくしまＦＭ

ＦＭ-ＮＩＩＧＡＴＡ

ＦＭとやま

岐阜ＦＭ

Kiss-FM KOBE

ＦＭ山口

ＦＭ徳島

ＦＭ長崎

ＦＭ宮崎

ＪＦＮＣ

JFN L31のパーソナリティは地元の人気者です

JFN L31は地域に密着したイベントを展開しています

資料は、http://www2.jfn.co.jp/L31/にアップされています。

http://www2.jfn.co.jp/L31/
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資料全般に関するお問合せ先 ： ＪＦＮ ０３－３２２１－０２４４ ０９/０４/現在

上記データの調査実施エリア(１６地区；全地区調査会社はビデオリサーチ)
岩手、福島、静岡、新潟、長野、富山、石川、山陰、岡山、徳島、香川、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎

※上記グラフはラジオ共同調査実施地区で上記年齢区分の聴取率が出ている地区の平均値です

ラジオローカルエリア平均聴取率(共同調査実施１６地区平均；３５－４９歳男女平日平均)

ラジオローカルエリア平均聴取率(共同調査実施１７地区平均；２０－４９歳男女平日平均)

上記データの調査実施エリア(１７地区；全地区調査会社はビデオリサーチ))
岩手、福島、静岡、新潟、長野、富山、石川、山陰、岡山、徳島、香川、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、沖縄
※沖縄地区はＡＭ局が２局のため１８局の平均となっています
※上記グラフはラジオ共同調査実施地区で上記年齢区分の聴取率が出ている地区の平均値です

ＡＭ局平均

ＦＭ局平均

ＦＭ局平均

ＡＭ局平均

ＦＭローカル局はこんなに聴かれてます！

４０歳代まで幅広く聴かれているＦＭローカル！

Ｍ２・Ｆ２も圧倒的強さのＦＭローカル！

ラジオローカルエリア平均聴取率
共同調査実施１７地区平均
５０－６９歳男女平日平均

５０歳＆６０歳台はＡＭを支持

上記データの調査実施エリア(１７地区；全地区調査会社はビデオリサーチ))
岩手、福島、新潟、静岡、長野、富山、石川、山陰、岡山、徳島、香川、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、沖縄
※沖縄地区はＡＭ局が２局のため１８局の平均となっています
※上記グラフはラジオ共同調査実施地区で上記年齢区分の聴取率が出ている地区の平均値です

ＡＭ局平均

FM局平均



ｴﾌｴﾑ青森

① 青森の今日をｺﾝﾊﾟｸﾄに伝えます！

② 週末に向けての情報が満載！

③ 輸入車を気軽に体感！

青森県内の出来事を分かりやすくｺﾝﾊﾟｸﾄに伝えます。
新のエンタメ情報、注目曲、話題の人たちを紹介！

（月～木）17:00～18:55 radio@afb.co.jp
（月･水）鈴木耕治、里村好美
（火･木）平山早苗、横山琢巳

青森県内の1週間の出来事を総ざらい。
週末をアクティブに楽しむための情報もお届けします。
20代コンビの爆走トークで、あっという間の3時間！
（金）16:00～18:55 radio@afb.co.jp
横山琢巳、里村好美

輸入車は好きだけど、ディーラーにはなかなか行けない・・・
そんな輸入車好きの方の為に毎年行なわれているフェス
ティバル。憧れだったクルマを見て触って試乗できる！
しかもとっても気軽に！回を重ねる毎に規模が大きくなって
います。

④ ＦＭ青森生ワイド番組一覧

『It’s My Radio!』

『It’s My Radio! Friday』

『青森 輸入車ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ』

平山早苗

エフエム青森の開局時からマイクに向かって
います。クラシック、ジャズ＆ブルース系は
おまかせ！

ペットを溺愛しているウサギ王子。
音楽、映画、演劇なんでもＯＫです。

お問合せ先：（株）ｴﾌｴﾑ青森 東京支社 ０３ｰ３２３７ｰ８４８１ 2009/04/現在

明るく元気！喋りの勉強も
頑張ってます。ラムちゃん
って呼んで下さい。

ＦＭ花子

横山琢巳

星座の知識はプロ級。
エコにも一生懸命です！

鈴木耕治

里村好美

局名 番組名
番組放
送曜日

番組放送
時間

番組パーソナ
リティ名

年齢(○
歳代)

性
別

趣味･特技

ｴﾌｴﾑ青
森

Ｉｔ’s Ｍｙ
Radio!

月･水
17:00～
18:55

鈴木耕治 40代 男 ウサギの飼育

里村好美 20代 女 カピパラ・グッズを集めること

〃 〃 火･木 〃
平山早苗 40代 女 旅行

横山琢巳 20代 男 星を眺めること

〃
Ｉｔ’s Ｍｙ

Radio! Friday
金

16:00～
18:55

横山琢巳 20代 男 同上

里村好美 20代 女 同上

mailto:radio@afb.co.jp
mailto:radio@afb.co.jp


①週末を彩る３時間の生放送！

②リスナーとの２ＷＡＹを織り成します！

千客万来。アーティストを始め、様々なゲストを迎え、
また県内の気になる情報もチェック！ レポーターは
スタジオを飛び出して、ほぼ１時間毎にレポート入れ
ます。テーマに添った選曲とお便りでリスナーとキャッ

チボール。とにかく生の情報を送る３時間です。

リスナーから寄せられたリクエスト曲を中心に、音楽で「遊ぶ」ことをモットーとして、

新旧問わず様々な音楽と情報をお届けしていく番組です。音楽を色んな切り口から

楽しむこと、例えば、特徴的なイントロで何の曲か当てたり、歌詞の印象的なフレーズを

三つ程並べて、何の曲か当てたりと、ただ「いい曲だね」と聴くだけではなく、様々な手法で、

より身近に音楽を感じられるような企画を盛り込んでいきます。

流行の音楽、新製品、グッズなどを、チャート、ランキング形式でお届けする新番組。
また、県内のショップレポートや、話題の人、アーティストをゲストに迎え、世の中的に
いま何が流行しているのか、えらい“きてる”ものを探り研究する番組、それが
「水曜流行研究室・エレきてる！」です。番組では、オリコンチャートやｉＴｕｎｅｓ
ディスウィークなどの、邦楽ランキングを元に独自集計した『音楽エレキランキング』、
音楽以外、例えば映画や書籍、話題のスポットなど、いま注目のチャートを発表する
『注目エレキランキング』、放送中に、その時 もＷＥＢ検索されている単語をリアル
タイムでお伝えし、いま何が世の中で話題になっているかを研究する『検索ＷＥＢ』の
コーナーほか、盛りだくさんのコンテンツを予定しています。

④ 生ワイド番組一覧

『 楽天！あろまじお 』

『Ｆｒｅａｋ Ｒｕｓｈ！』

『水曜流行研究室 エレきてる！』

ＡＮＩ 大島 貴志子 椎名 恵（レポーター）

お問合せ先：（株）エフエム秋田 東京支社 tel.03-3239-1351 09/04現在

〒102-0083 東京都千代田区麹町１－８ＪＦＮセンター４階

tel.03-3239-1351 fax.03-3239-1483

村井絵美

金曜 １３：００-１５：５０

火曜 １８：００～１８：５５

シャバ駄馬男

愛車いぢり・サッカー観戦&プレイ

BLACK MUSIC・読書・美味しいコーヒー・チャイ・アボガド・いい香りのするもの

赤ヘル・焚き火・キャンプ・２輪・カツカレー・パンク・お酒

手芸・パスタ・音楽・洋服

男

バイク

赤ワイン、伊達巻き、オムレツ、チーズ

原チャリ（モンキー）、バナナマン

男

年代

村井　絵美 20代女

大島貴志子 女 30代

番組名 番組放送曜日 番組放送時間 パーソナリティ

シャバ駄馬男

佐々木　舞子

水曜流行研究室　エレきてる！ 水曜日 18:00～18:55

趣味･特技

40代

畠山　崇

性別

20代女

30代

椎名恵（レポーター） 20代女

Ｆｒｅａｋ
Ｒｕｓｈ！

火曜日 18:00～18:55

楽天！あろま
じお

金曜日 13:00～15:50

Ａ.Ｎ.Ｉ　 男 40代

畠山 崇

佐々木 舞子

水曜 １８：００～１８：５５

③流行り情報は見逃しません！



エフエム岩手

① 音楽／情報、日替わりテーマで素敵な日々を多彩にナビゲート

② パーソナリティーの本領発揮

③ 地元密着イベント

情報とエンターテイメントのコラボレーション
日替わりのパーソナリティーで
日替わりのテーマトーク
いち早くクリスマスをお伝えする出前放送も好評
メッセージ番組メールフォームから
http://www.fmii.co.jp/

200ﾁｰﾑ1､000名参加の大型ｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ、20～40才代の参加者中心

④ ＦＭ岩手の番組一覧

『ＭＡＸ ＷＡＶＥＳＣＡＰＥ』
月～金 １６：００～１８：５５

『Ｈｅａｖｙ Sound Jerky』
火曜 19:00～19:55

『ｴﾌｴﾑ岩手杯ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会』

火曜：山本大一

出身地／東京都
趣味：ｻｰｷｯﾄ走行・

ﾌｯﾄｻﾙ実況&観戦

お問合せ先：（株）エフエム岩手東京支社 ０３‐３２３９-４０２１

加藤 裕

金曜：佐野よりこ

出身地／岩手県
趣味：スキー・登山

『勝ちそー』

金曜 20:00～20:55

古賀 徹

出身地／愛知県
趣味：バンド・読書

出身地／神奈川県
趣味：競馬・ｽﾎﾟｰﾂ観戦

スポーツ企画

社会貢献企画

『宮古ｻｰﾓﾝﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 』
日本陸連公認ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝｺｰｽ使用、岩手県宮古市で開催、宮古市と共催

『歳末ﾁｬﾘﾃｨｰｵｰｸｼｮﾝ 』 『盲導犬育成ｷｬﾝﾍﾟ-ﾝ 』

スポーツ企画

番組名
番組放送曜

日
番組放送時間

番組パーソナリティ
名

年齢(○歳代) 性別 趣味･特技

Max Wavescape 月～金 16:00～18:55

水曜 ：加藤 裕 ３０歳代 男 競馬、スポーツ観戦

月･火曜：山本 大
一

３０歳代 男
サーキット走行、フットサル観

戦

Max Wavescape 月～金 16:00～18:55
木曜 ：高橋 ちえ ３０歳代 女 ライブ鑑賞、ブログ、お酒

金曜 ：佐野 よりこ ３０歳代 女 スキー、登山

Do You!? 金
11:30～11:55

高橋 ちえ ３０歳代 女 ライブ鑑賞、ブログ、お酒
13:00～14:55

朝のﾍﾟﾊﾟｰﾐﾝﾄﾀｲﾑ 月～金 7:30～ 9:00

月･火曜：石田麻衣 ３０歳代 女 お出かけとお料理

水･木･金：河合純
子

３０歳代 女 愛犬との戯れ、スキー

09/04現在



① 圧倒的人気の朝ワイド番組『Morning Fair』
月～金 7:30-8:55 出演：岩崎 敬/石山智子

月～木 16:00-19:00

お問合せ先：（株）エフエム山形 東京支社 TEL03-3234-7765

月・火

水・木

加藤漢太 山田夕美子 石山智子

日下 純 佐藤綾香 伊藤博美

② ラジオの新しいカタチ『Voice to R』

岩崎 敬(月-木)

20
【FM山形チャリティ・オークション】

4
【FM山形キッズガード・キャンペーン】

3500

2009.4

③ 週末ワイド番組『わっ金ランド!』
金 16:00-18:55 

出演：ワッキー貝山, 佐藤暁子ﾘ
ﾎﾟｰﾀｰ：コウイチロー, 阿部 薫

阿部 薫佐藤暁子

★山形県のトピック

石山智子(金)

番組名 番組放送曜日 番組パーソナリティ名
年齢
(○歳代) 性別 趣味･特技

7
月〜金
:30〜 8:55

月ー木／

金／ 石

岩崎 敬 （40） 男 空手道参段 （88'89' 国体山形県代表）、リプレイはずし

山 智子 （20） 女 ハーブクラフト、アロマテラピー、Cafe、スイーツ屋さん巡り

月〜木
11:30〜
11:55

火／ 日

水／ 石

月／ 片岡 聰 （40） 男 オーディオ、キャンプとアウトドアクッキング、写真撮影

下 純 （20） 男 音楽の中では取り分けロックとソウルが好み。

山 智子 （20） 女 お転婆キャラ

木／ 神尾 久美子 （50） 女 散歩、バラ栽培、乗馬（願望）

月〜木
16:00〜
19:00

火／

水／

月／ 加藤 漢太・山田 夕美子 （40,20） 男・女 ・加藤：食べ歩き・温泉巡り・占い・カラオケ・イラスト
・山田：趣味はダイエット、特技はリバウンド+α
・石山：お転婆キャラ加藤 漢太・ 石山 智子 （40,20） 男・女

日下 純・佐藤 綾香 （20,20） 男・女 ・日下：出身地 は神奈川県。血液型はＡＢ型。
・佐藤：スノーボード・Cafe巡り・ダーツ・トイカメラ。
・伊藤：温泉。マッサージ。美味しいものを食べに行くコト。木／ 日下 純・伊藤 博美 （20,30） 男・女

わっ金ランド！
金

16:00〜
18:55

わっきー貝山・佐藤暁子 （30） 男・女

・わっきー貝山
元吉本芸人。Ｍ－１東北戦の司会もこなす。

・佐藤暁子
特技：妄想、山伏修行



生ＣＭ・パブリシティは下記番組内で実施

①1日のはじまりは、モーフリで！

②週末情報はここでチェック！

③熱いトークがヤングのハートをがっちりつかむ！

④ 生ワイド番組一覧！

お問合せ先：（株）エフエム福島東京支社 ０３－３２２１－００３９ ０９/０４現在

矢野真未

｢ふくしまＴＯＷＮＢＥＡＴ｣
（金曜日 １６：００～１８：００）
ＭＣ： 矢野真未

週末情報は「ふくしまTOWNBEAT」でチェック。

ローカル情報満載のふくしまＴＯＷＭＢＥＡＴは、今聞きたい地元ネタがいっぱい
。

｢モーニングフリーウェイふくしま｣
（月～金 ７：００～８：５５）
ＭＣ：月曜日～水曜日 小野寺彰子 木曜日～金曜日 三吉梨香

忙しい朝に、天気・トラフィック・その日の話題やキーワード等々、
情報をコンパクトかつ分かりやすく提供する朝ワイド番組です。

（金曜日 １９：００～１９：５５）

ＭＣ；ＤＪ－knike

ふくしまＦＭの番組の中でも、若年層に絶大な人気を誇るトークコミュニケーション番組です
。パーソナリティは、腹の底から笑わせたり、感激の言葉で泣かせたりと、喜怒哀楽が豊かで
本音トーク炸裂のＤＪ Ｋｎｉｋｅこと内藤 忠。 毎週郡山のスタジオへＤＪ Ｋｎｉｋｅが
東京から駆けつけ、若者にメッセージを送り続ける５５分。

コミュニケーションのパワーを感じさせる番組です。リスナーの「今」を大切にしたリアルタ
イムな話題を取り上げています。ＥメールやＢＢＳのレスポンスが非常に高いのも特徴です。

小野寺彰子 三吉梨香

｢ＤＪナイクのEトーク｣

７：３０～９：００Morning Freeway ふくしま 月～金

番組名 番組放送曜日 番組放送時間

月～木RADIO　GROOVE

ふくしまＴＯＷＮＢＥＡＴ 金

17：00～19：
00

16:00～18:00



お問合せ：ＦＭぐんま東京支社 ０３－３２２１－０２５０

ＦＭぐんま平日のワイドプログラム。圧倒的なシェアを誇る強力Ｌｉｎｅ Ｕｐです。

●月～金 ７：３０～８：５５
●出演/月～水 榊原博・市川まどか

水 笹川 裕昭・市川まどか

木 ・ 金 笹川 裕昭・後藤裕美

ニュース、音楽、交通情報、天気、話題など、１

日の始まりに欠かせない情報をお送りします。

●月～金 ９：００～１１：００
●出演／月 ・ 火 須藤 ゆみ

水～金 川上 直子
平日朝９時スタートのｓｉｔｅ９－１１。アナタの一
日を応援する日替わりサプリプログラム！

●月～木 1３：００～１５：４５
●出演／高橋 和実
“さすらいのドリブラー” 高橋和実の

“雄叫び”で始まる午後のお騒がせぇー

プログラム！群馬県内を「賛否両論」の

嵐に巻き込んで、絶賛放送中。

●月～木 １６：００～１７：５５
●出演／田中 香
エンタメ情報、地域の情報などを心地
よい音楽とともにゆったりとお届けする
番組。レギュラー出演者に芥川賞作家
絲山秋子さんも登場。

●月～金 １８：００～１８：５５
●出演／月～水 岡部 哲彦

木 ・金 織田亜紀子
「今日」1日の動き、ニュースや話題、 新情
報をいち早くお送りする「報道情報系」生放送
番組です。

●毎週金曜 １１：３０～１４：５５
●出演／櫻井 三千代

●毎週金曜
15：30～17：55

●出演／Sｈｏ１
織田 亜紀子

http://www.fmgunma.com

番組名 番組放送曜日 番組放送時間 番組パーソナリティ名 年齢(○歳代) 性別 趣味･特技

site９－１１ 月～金 9:00～11:00
月･火 須藤ゆみ 30歳代 女 ブログ、テニス、ゴルフ、映画＆ミュージカル鑑賞、読書、カラオケ

水～金 川上直子 40歳代 女 子どものＨＰ作り、映画鑑賞

チャンネル148 月～木 13:00～15:45
高橋和実 30歳代 男 サッカー、野球

ビタミンカフェ 月～木 16:00～17:55
田中香 30歳代 女 インドア全般（ＤＶＤ鑑賞、音楽鑑賞、読書）、日帰り温泉入浴

EVENIN’ 月～金 18:00～18:55
月～水 岡部哲彦 30歳代 男 水泳、パソコンソフト製作、料理、星を見ること、ドライブ、写真撮影、

木・金 織田亜紀子 20歳代 女 スクーバダイビング（年１～２回）,ゴルフ

SPANGLE 金 11:30～14:55
櫻井三千代 30歳代 女

09/04現在



６時間生放送！の超ワイドプログラム

ベテランと若手の局アナコンビでMore HyperにON AIR!

毎週金曜日、午後1時からお届けしている6時間の生ワイドプログラム。

今、とちぎのミュージックシーンを熱くしている上位20位の楽曲をカウントUP!!

途中、番組テーマに沿ってリスナーから寄せられたメッセージを紹介したり、

映画や話題のスポットなどのエンターテイメント情報、ラジオドラマ「栃木恋物語」など

のコーナーを織り交ぜ、Hyperなテンションでお送りしています。

◆放送時間／毎金 １３：００～１８：５５

◆番組HP／http://www.berry.co.jp/hyper/

RADIO BERRY＝レディオ・ベリーって？
全国一の生産量を誇る

「とちぎのイチゴ＝strawberry」からネーミング。

地元とちぎでは、この名前がすっかり定着しています。

ちなみに、キャラクターの名前はイチゴロー。

お問い合わせは

エフエム栃木東京支社

ＴＥＬ：０３－３２３７－０７６４

ホームページも充実！

URL:www.berry.co.jp

毎年１万人を動員！

とちぎ 大規模の野外音楽フェス！
２００３年より、局独自で栃木県 大規模の野外フェスを開催しています。

県内の音楽ファンに著名アーティストとの出会いの場を提供し、

ライブを体験する喜びを感じてもらいたい・・・そんな想いから生まれました。

来場者は1万人。ご協賛スポンサーからも好評です。

◆実施時期／毎年9月中旬 ◆ＨＰ／http://www.berry.co.jp/berryten/

番組名 時 間 曜 日 パーソナリティ 性別 趣味・特技

7:30～
10:49

月・火

水・木

金

鹿島田千帆 女性
全日本ソムリエ連盟認定ワインコーディネーター、国内Ａ級ライセンス保持。
工学修士号（博士号取得ため勉強中）

佐藤由紀子 女性
快眠快食快楽～♪、陶器集め＆陶芸、着物の着付け、懐メロカラオケ、温泉旅行、
焼酎呑み比べetc

DJ kei
(菊池元男)

男性 映画DVD鑑賞 DVD評論をやっているほど好きなんです。

16:00～
18:55

月・火

水・木

渡辺裕介 男性
ライブ、マラソン、芋焼酎、バイク、灯台めぐり、おとこの手料理etc 
栃木ＳＣも熱く応援しています！

岡田真善 男性
趣味はバイク旅行、バーベキュー、芝居、温泉、カメラ。
特技は弓道、ヨット（日本代表選手・大型クラスAクラス世界第2位・98年世界帆船レース準優勝）

13:00～
18:55

金
佐藤望 男性

趣味多数（ただし、飽きっぽい･･･）クルマ、レース、映画、旅行、冬はスキー、ものまね、
ゴルフetc、その時好きになったもの

井出文恵 女性
サルサダンス、フェレットグッズ集め、バスケット観戦、映画・お芝居・ミュージカル・ライブ鑑賞、
旅行、可愛い女性好きete・・・

生ワイド番組一覧（生ＣＭ・パブリシティは下記番組内で実施）

佐藤望アナ 井出文恵アナ

アトム（根本朋之 月・火） エイミー（落合江美 水・木） カンカン（金）

月～金の毎日、リポーターがとちぎ県内各地を飛び回って

旬な情報を生中継でお届けしています。

使用している機材は携帯電話にマイクをつなぐだけ。

機動力も抜群です。

リポートした情報はHPにも掲載しています。

◆月～木／１６：３０～３５ B★BOXデリバリー

HP→http://www.berry.co.jp/hnm02/

◆ 金 ／１３：４０～４５ WEEKEND REPORT

HP→http://www.berry.co.jp/hnm03/

09/04現在



.

■生CM・パブリシティは下記ワイド番組内で実施

① 開局以来２０年以上続く、看板ワイド番組！！

② 平日の午後を盛り上げる地元密着番組！！

③ 新潟はお菓子王国！と県内に定着させたイベント！

④生ワイド番組一覧

『SOUNDSPLASH』

『 Gottcha!! 』

『 』

お問合せ先：（株）エフエムラジオ新潟 ０３‐３２２１-７５４１ 09/04

ヤン

☆新潟の農業・林業・水産業で働く青年を応援しよう!!

☆新潟の若いお母さんを応援しよう!!

そんな農業問題・少子化問題にもGottcha!!視点で

楽しく、にぎやかに、そして真剣にお送りします。

6月26日生まれ
出身地 新潟県新潟市

新潟生まれの新潟育ち。
大人になれない中年男。

趣味：石の下の虫探し

ラジオの１コーナーが発展！ ※番組「she’s」 お菓子王国にいがた loveピースコーナー

旬の県内産のフルーツを使ったスイーツ展示・販売などで

「スイーツ王国新潟」をイベント・放送でアピール！(春・秋に実施)

新潟ふるさと村に集まった県内有名スイーツ店のスイーツ販売の競演は、

来場したお客様に至福のときをもたらします！

放送・イベントの媒体力で新潟全県の消費者に発信！

http://www.fmniigata.com/

BP2の万代シティサテライトスタジオから生放送!
パーソナリティによるリスナーと2wayで、発信する情報をより影響力のあるものに！

千葉暢彦(木・金)上村知世(水)

月～木15：00～18：55

金 16：00～18：55

月～木13：30～14：50
月・水・木→ヤン 火→清野 幹

ミノル・クリス(月・火)

3月28日生まれ

出身地 長野県

趣味 音楽、車いじり

2月7日生まれ

出身地 新潟県南魚沼市

趣味 ウィンタースポーツ

カラオケ、ダンス

3月8日 生まれ

出身地 岩手県盛岡市

趣味 ギター、バイク、

音楽、酒

２万５千人来場！！

※通常、土日のふるさと村平均入場者
数１０，０００人程度

ミノル･クリス ３０代 男 趣味：音楽・車いじり

一言：LAから新潟に戻ってきました。

上村知世 ２０代 女 趣味：ウィンタースポーツ・カラオケ・ダンス

一言：生まれも育ちも新潟県の元気っ子☆

千葉暢彦 ３０代 男 趣味：ギター･バイク・音楽・酒

一言：新潟の音楽会社に所属し新潟音楽の為奮闘中！

ヤン ３０代 男 趣味：石の下の虫探し

一言：新潟生まれの新潟育ち。大人になれない中年男

関根美紀 ３０代 女 趣味：読書・バスケ・歌唱

一言：女は四十からと胸を張っていえるようになりたい

Gottcha！！ 月～木 13：30～14：50

She's 金 9：00～10：50

SOUND SPLASH 水 15：00～18：55

SOUND SPLASH 木・金
15：00～18：55

金)16：00～

年齢 性別 趣味･特技

SOUND SPLASH 月･火 15：00～18：55

番組名 番組放送曜日 番組放送時間 番組パーソナリティ名



① 4/1～夕方4時スタート

②ＦＭ長野の金曜午後の人気ワイド番組

金曜夕方の３時間に送るワイドバラエティ番組。
番組発で信州縦断ライブツアー、ＣＤリリースなど、活躍の場は広範囲！

ファン層は、赤ちゃんから８０歳代と幅広い。
時には笑い、また泣き、リスナーを励まし、勇気付ける！
人間味あふれる三四六を「アニキ」と慕うリスナーも多い。

346@fmnagano.co.jp

③ 生ワイド番組一覧

『 』

『346 GROOVE FRIDAY!』

月：陣内大蔵

生年月日 1970年7月9日
特技：柔道、ものまね

趣味：映画鑑賞、ゴルフ

お問合せ先：長野エフエム放送㈱ 電話0263-33-4400 09/04現在

三四六

より地域に密着したメディアとして、時代を彩る様々なサウンドと共に、

県内外の情報や話題を捉え、“いつもあなたのそばにいる・・・

”愛されるメディアとして、「長野の午後を変える番組」をお送りします！！

ＷＥＥＫＬＹのワイドプログラムとしてこれまでにない長尺の番組編成。

各パーソナリティーの個性を充分に活かしつつ、

時間帯別のコンセプトを明確に打ち出していきます。

もちろん心地よい、時に心を打つ音楽とともに…。

｢Ｔｈｅ Ｓｔｅｐ｣とは・・・・

一歩上を行く新しい自分を見つける為の“聴く雑誌(Radio Magazine)”

月・水・木は松本本社スタジオから！火曜日は長野市のＩＶＹ ＳＴＵＤＩＯから放送。 水：林マヤ

上田市出身

火：田中利彦

諏訪市出身

木：ちのみえこ

茅野市出身

Oasis79.7 月～木 7：30～10：00
伊織 智佳子 30代 女 趣味：お出かけ

得意技：人の顔と名前を覚えること

The Step 火 16：00～18：55
田中 利彦 30代 男 趣味：野球、スノーボード、サーフィン

近めかぶにはまってます。

GOOD MORNING 
RADIO！

金 7：30～10：49

小林 新 20代 男 好きなモノ：音楽と麦酒と自然

得技：らくがき、水泳、
鍵盤楽器をほんのりと。



■生ワイド番組一覧

お問合せ先：Ｋ－ＭＩＸ東京支社 03-3221-0273

「番組」と「販促（イベント）」が連動！それがK-MIXの自慢です。

月～金 9:30～12:55月～木 16:07～18:55 土 11:00～12:55月～木 13:00～15:55

人気No.1DJが贈る
夕方生ワイド

地元出身DJが静岡
の午前をﾅﾋﾞｹﾞｰﾄ

地元の口コミ情報
を突撃電話ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ

出張生放送
年間20回以上!

音楽と情報をたっぷり
詰め込んでお届け！静
岡各地の“賢人”への
インタビューや12時台
の「メシ・リク」など。

リスナーから寄せられ
た口コミ情報の真実を
確かめるべく電話取材
を敢行するなどラジオ
即時性を生かした番組。

平日夕方のひと時、ﾊﾟ
ﾜﾌﾙﾄｰｸと華麗なるボケ
であなたを笑いの世界
に誘います。静岡市の
ｻﾃﾗｲﾄｽﾀｼﾞｵから放送。

K-MIXで10年以上パー
ソナリティを務める3
人による週末感満載の
痛快エンタテイメント。

ｻｰｸﾙKｻﾝｸｽ
「みかんのお水ちゅう」

小林千穂と行く
ｴｽﾊﾟﾙｽ開幕戦観戦ﾂｱｰ

■人気、実力、歴史・・・番組ごとに個性があります。

■各ワイド番組の公開生放送はもちろん商品開発～ツアーまで幅広く実施します。

高橋正純と行く
狩野川100㌔ｻｲｸﾘﾝｸﾞ

ﾔｯﾎｰﾂｱｰin白樺湖

趣味：自然とたわむれる♪/特技：おしゃべり、計算、ボディーボード、
剣道、お化粧

女40代久保ひとみ

趣味：鉄道/特技：柔道男40代（吉澤秀人）

趣味：お外でのプレイ/特技：缶のフタが開けられません男40代ボサノバカサノバ（sho1）

11:00～12:55土WEEKEND ﾔｯﾎｰ!!

趣味：ロングボード、スノーボード、ランニング、映画鑑賞、食べ歩き/
特技：マッサージ、整理整頓、逆立ち

男30代
柴田聡13:00～17:25金SHIZUOKA TOP 40

趣味：マグカップ集め、貯蓄/特技：ダーツのロースコア、電車通勤片
道約1時間の過ごし方

男30代
高橋正純16:07～18:55月～木Radio the Boom!

歌うこと、陶芸、ご当地キティボールペン集め、創作料理、Shopping、
モノマネ（浜崎あゆみライブVer.．ミニドラ まっくろくろすけ etc･･･）/

女20代廣木弓子
13:00～15:55月～木2ｽﾄﾗｲｸ1ﾎﾞｰﾙ

映画鑑賞、サッカー観戦、パンを焼く、ドライブ女30代金 河村由美

絵を描く、刺繍、サーフィン、スポーツ観戦女30代月～木 小林千穂
9:30～12:55月～金キャラメルポケット

趣味：パン・お菓子作り、カフェ巡り、朗読、雑誌の熟読、映画・
ミュージカル鑑賞、特技：食べ物について語ること（フードアナリスト）、

計算
女20代金 東城佑香

絵本収集、美術館巡り、ワインを飲むこと女30代水・木 宮本淳子

映画鑑賞、音楽鑑賞、寝る、アロマテラピー、長電話、手紙を書く、
メール、鈍行電車に揺られる

女20代月・火 高原由香子

7:28～9:30月～金ﾌﾞﾗﾝﾆｭｰｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ

高橋正純/ｷｬﾘｱ：10年

番組継続年数：7年

廣木弓子/ｷｬﾘｱ：4年

番組継続年数：1年

小林千穂/ｷｬﾘｱ：10年

河村由美/ｷｬﾘｱ12年

当番組継続年数：6年目

Bossanova Cassanova/12年

久保ひとみ/12年

番組継続年数：7年

生ＣＭ可能番組は枠によって、秒数・手法に制限がございます。あらかじめご了承ください。

09/04現在



① お昼の人気の生ワイド番組

『grace』 平日の午後。

なんとなく耳に入ってくる。 でも、なんか気になる…。

『grace』は、 あなたが美しくHappyになれる

お手伝いができたらと思っています。

廣川奈美子と上野紋の二人が、多彩なゲストを迎え、

楽しく気ままにお届けしている地元情報満載のプログラム！

今年で放送スタート15年目の長寿番組です。

県内外のウィンタースポーツ情報をお届けするFMとやま冬の定番企画！

番組とHP連動で情報をお届けしています。

番組内でのリフト券プレゼントも大変人気があります。

④生ワイド番組一覧

『ホワイトクリスタル』

７月１３日生まれ

Ｂ型 蟹座 群馬県出身

愛称：ユッキー

趣味：映画鑑賞、読書

9月3日生まれ

A型 乙女座

富山県出身

お問合せ先：富山エフエム放送株式会社 東京支社 ℡ 03-3221-0253 09/04現在

HPでは県内外スキー場サイトへのリンクや

ゲレンデ 新情報を掲載！

http://www.fmtoyama.co.jp/program/program_22.html

http://www.fmtoyama.co.jp/program/program_3.html

田島 悠紀子

日 9：00～9：55

廣川 奈美子

② 地域密着情報番組

③県内外のウインタースポーツ情報をお届け！

上野 紋
9月17日生まれ

B型 乙女座

鹿児島出身

http://www.fmtoyama.co.jp/wc/

番組名
番組放送曜

日
番組放送時間

番組パーソナリティ
名

年齢
(○歳
代)

性別 趣味･特技

grace 月～木 13:30～15:55 田島悠紀子 30代 女

趣味：読書、映画鑑賞

特技：暗算（珠算五段）どこでも寝られる、疲れ
ていても寝ればすぐに元気になる

気ままプラン 金 13:00～17:00
廣川奈美子 40代 女 趣味：ダイエット

上野紋 20代 女 技：リバウンド

HITS ON THE RADIO 月・火 18:00～20:00 上野紋 20代 女
趣味：ダイビング

特技：ピアノ

HITS ON THE RADIO 水・木 18:00～20:00 タナベマサキ 30代 男
趣味：ショッピング（服）

特技：衝動買い



①石川の午後は３時間半のクルーズタイム

②明日の元気を届ける２時間プログラム

③毎年１万人を超えるリスナーを動員

④生ワイド番組一覧

『Afternoon Cruise』
月～木 13:30～16:55

『Ｄｏ ｉｔ !』
月～木 17:00～18:55

『エフエム石川まつり』

お問い合せ先：（株）エフエム石川東京支社 ０３‐３２２１-１８１８ 09/04現在

日差しがまぶしい時間帯からサンセットタイムまで
急がず、慌てず、楽しく過ごす３時間半。
｢アフタヌーン・クルーズ｣は、
リスナーの乗客とパーソナリティのクルーとの
出会い旅をイメージしてお届けする

ワイドプログラムです。

夕方のドライバーズゾーンで
全く新しいミュージックプログラムを
スタートさせました。
リスナーみんなと繋がり、それぞれの感性を刺激する
旬なトピックスをピックアップ！
音楽情報はもちろん、
映画やスポーツなど様々なエンターテイメント情報や
最新ニュースを織り交ぜてお送りしています。

2004年から金沢市の中心にある石川県中央公園で
開催している｢エフエムまつり｣は、
8時間にわたるワンデーイベント。
特設ステージと放送ブースからの生放送、
ゲストアーティストによるライブや協賛社のブースが
会場を盛り上げ、
10,000人を超えるリスナーを動員しています。

生ＣＭ・パブリシティに対応しています。

平山貴人
（月・火）

松岡理恵
（水・木）

前田明日香
（水・木）

南 早苗
（月・火）

番組名 放送曜日 放送時間 パーソナリティ 年代 性別 趣味など

Afternoon
Cruise

月・火 13:30-16:55 南 早苗 30代 女 趣味：雲観察、温泉巡り

水・木 13:30-16:55 前田明日香 30代 女 趣味：篠笛 好きな場所：美術館

Do it!
月・火 17:00-18:55 平山貴人 30代 男 趣味：思いつきドライブ

水・木 17:00-18:55 松岡理恵 20代 女 好きなこと：夢を見ること、絵を描くこと

Dream Friday
FROM K!

金 11:30-15:50 木村雅幸 40代 男
好きなもの：自転車、バス
好きなこと：文章を書くこと



お問い合せ先：福井エフエム放送株式会社東京支社 03-3221-0261  09/04現在

①ワイドプログラムリニューアル
2009年春、開局25周年を迎えるＦＭ福井は、6年振りにローカルワイドプログラムを大幅に改編しました。

それぞれの個性溢れるパーソナリティが様々なコンテンツを提供、リスナーのラジオライフを演出します。

Life Is

リスナーが求めている

ローカルステーションの

あるべき姿を再検証。

アラフォー世代のパーソナリティが

リスナーの知的で前向きな好奇心を

刺激する朝ワイドプログラムです。

（月）～（金）7:30-10:50

出演：飴田彩子（月）（火）（金）／堀謙（水）（木）

Bloomin’
（月）～（金）13:00-15:50 (金)のみ16:55

出演：藤田佳代（月）（火）（金）／井上麻子（水）（木）

幸せで豊かな気分になれる「Happy Talk & Happy Music」

福井の「忙しい女性」を応援する昼ワイドプログラム。

Smooth

出演：山田有紀

（月）～（木）17:45-19:55

R30のR30による素敵な大人になる

ためのプログラム。

福井のR30が気になる情報と

懐かしさを感じる90’s HITを

どんどんON AIRしていきます。

②L-Sta 絶好調!!
福井市郊外の大型ショッピングセンターの

パブリックスペースにサテライトスタジオを常設。

リスナーとのふれあいを大切にした公開生放送を毎週オンエア！

出演：タナベマサキ・白木裕子

Power Station Hot40
（金）17:00-19:55 FM福井のオリジナルヒットチャートを40位から

カウントダウン！

4月より白木裕子を新DJに迎えパワーアップ！

③生ワイド番組一覧
生ＣＭ・パブリシティは、下記番組内で実施（一部、お取り扱い出来ない業種があります。詳細はお問い合せ下さい）



①１日のスタートはこの番組から！

『ＭＯＲＮＩＮＧ ＣＵＢＥ』

月～金７：３０～８：５５（金は～９：５５）

瀧 裕司 伊藤あや

DJ／瀧 裕司 レディオキューブアナウンサー（月～木）

伊藤あや（月～金）

ウィークデーの朝、あわただしい通勤時間帯に

情報たっぷりでお送りしています。

DJ／森下 理香

コメンテイター／高嶋重次、岩鶴密雄、中西英夫、前田憲司、松山泰久

全国そして三重で起こった今日の話題、「今」にフラッシュを当て、紹介していく

大人の夕方情報ワイド番組です。

毎年３月～４月と９月～１０月、年間４ヵ月に渡り、交通安全キャンペーンを
おこなっています。交通安全啓発スポットや、各ワイド番組での交通安全
メッセージ紹介など、様々な企画で、交通安全を呼びかけています。

瀧 裕司 伊藤あや

森下理香

②レディオキューブ一押しの番組！

『radio3 FLASH TODAY』

月～木 １７：００～１８：５５

③１６年も続いています！

『交通安全キャンペーン』

月～金７：３０～８：５５（金は～９：５５）

レディオキューブFM三重

番組名
番組

放送曜日
番組放送時間

番組パーソ
ナリティ名

年齢 性別 趣味･特技

MORNING CUBE 月～金
7:30～8:55 金の

み～9:55

瀧裕司 ４０代 男 趣味：鉄道（蒸気機関車を中心に）

伊藤あや ２０代 女 趣味：バスケットボール、スノーボード

cube caf? 月～木 9:00～10:50 西本亜裕子 ３０代 女 趣味：映画鑑賞、料理

ＣＵＥびっく☆パラダイ
ス

月～金 13:00～15:55

広瀬隆 ５０代 男 趣味：サッカー、魚釣り

あつ ３０代 女 趣味：ドライブ、旅、黄色いグッズ集め

FLASH TODAY 月～木 17:00～18:55 森下理香 ３０代 女
趣味：料理、音楽鑑賞、通販、犬に遊

んでもらうこと

④生ワイド番組一覧

09/04現在



① 地元出身パーソナリティーによる

地域密着生ワイド番組！

②滋賀ローカルにこだわった夕方ワイド番組

③ おでかけイベント番組

レイクサイドに起こる出来事からニュースまで！

地域情報から生活情報を中心にお届けします。

環境・エコのコーナーも充実！

滋賀にローカルに徹底的にこだわり、かつ音楽要素も

バランスよく取り込んだ新番組。オール滋賀DJ、スタッフ

により制作。ラジオの機動力を活かした取材＆レポートに

よる展開を中心にレポーターの森田純史がフットワーク軽く、

情報発信を行います！

移動スタジオ「モビィ」によるレギュラー番組。

県内のいろいろなスポットにおじゃまして、

トークとサポートアーティストのライブを

お届けします！

新パーソナリティに「藤田淳士」登場！

パワフルトークが炸裂します！

④生ワイド番組一覧！～生ＣＭ・パブリシティは下記番組で対応します～

『LOCAL RADIO COMMUNICATIONS

レディオ ・ ロコ 』

『ウィークエンド・ハッスル』～モビィがおじゃましバス
＊スポンサー決定状況により、放送が不定期となります。

エミリンの愛称で親しまれ

e-radio歴12年！

環境活動をライフワークに！

お問合せ先：（株）エフエム滋賀 東京支社 ０３－５２２６－８９８６ 09/04 現在

中野栄美子

『ナ ナ イ ロ』
橋本マサキ

元俳優、ニュースアナから

ハードロックDJまで！

幅広い層で親しまれている

井上麻子（月・火） ｷﾀﾞ ﾕｶ（水・木）
特技：ピアノ、ベース

趣味：ドライブ

e-radio歴９年！

滋賀県出身

県外でも活躍、e-radio

のニューフェイス！

金 7：30～15：00

月～木16：00～19：00 パルコ前サテスタから放送

土 12：00～１２：５５

藤田淳士
ブラジルでのサッカー留学や

ダンスコンテストの優勝経験

など、チャレンジ精神旺盛な

躍動感溢れるキャラクター！

番組名 番組放送曜日 番組放送時間 番組パーソナリティ名 年代 性別 趣味･特技

ＬＳＭ（ﾚｲｸｻｲﾄﾞﾓｰﾆﾝｸﾞ） 月～木 7:30～12:55
月・火）大角香里 40代 女

趣味：旅行、ファッション 特技：恋愛相談、スイーツ品
評

水・木）木谷美帆 30代 女 趣味：ウォーキング、旅、マラソン 特技：ドラム，釣り

キタマチ交差点 月～木 13:30～13:55
月・火）鍵和田昌子 30代 女

趣味：海外旅行、スポーツ観戦 競馬 特技：ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰ
ﾙ、ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ

水・木） ケイミー 40代 女
趣味：自転車ﾂｰﾘﾝｸﾞ、スイーツ作り、映画演劇鑑賞

特技：英語

レディオ・ロコ 月～木 16:00～19:00
月・火）井上麻子 30代 女 趣味：ドライブ、音楽を聞くこと 特技：ピアノ、ベース

水・木）キダユカ 20代 女
趣味：ゲーム、手品、マッサージ通い、人間ｳｫｯﾁﾝｸﾞ
特技：手話（少々）、毛筆５段、ノーズフルート演奏

ナナイロ 金 7:30～15:00
中野栄美子 40代 女

趣味：観葉植物の世話 特技：剣道、水泳、環境活動
への参加

橋本マサキ 30代 男
趣味：ドライブ、旅行、ツーリング、格闘技観戦 特

技：インラインスケート、殺陣

ラヂヲ☆ｒａｄｉｏ～ラヂ☆ラジ
～

金 15:00～19:00
羽川英樹 50代 男

趣味：鉄道マニア、露天風呂巡り、B級グルメ探訪 特
技：グルメ・街レポート、歌謡曲前説

仙石幸一 30代 男
趣味：ショッピング、読書、スポーツ観戦 特技：レクリ

エーション手遊び



① 岐阜の朝の情報はお任せ！

② 地元密着！夕方の音楽バラエティー

③ 岐阜のオリジナルチャートを発表！

本社スタジオから公開生放送！
ドライバーには欠かせない交通情報から、岐阜県内の観光スポット、
イベント情報など、「まるごと岐阜」をコンセプトにお届け。
ゲストコーナーには岐阜県の文化人をはじめ、
岐阜で活躍する方が出演し、お話をうかがいます。
また、地元密着ということで、ＦＣ岐阜をサポート！
番組から、FC岐阜を盛り上げていきます！

本社スタジオから公開生放送の、夕方のワイド番組。
パーソナリティーは２人とも岐阜出身。岐阜に密着した情報と、
岐阜弁をおりまぜたトークが、親近感を生みます。
リスナーからのメールを中心に、音楽・クイズコーナーも。
さらに、豪華ミュージシャンゲストも登場！岐阜ならではのちょっと
くだけたトークで、ミュージシャンの素顔が見られます。

Radio80オリジナル音楽チャートTOP30をカウントダウン形式で発表
していく生ワイドプログラム。岐阜市にあるショッピングセンター
MASA21のサテライトスタジオから、地元・中津川のバンドマンの
ﾎﾞｰｶﾙと、Radio80アナウンサーがタッグを組んでお送りします。
フレッシュなトークに注目です。

④ 生ワイド番組一覧

『MORNING BIRD』
月～金 ７：３０～１０：００ http://www.radio-80.com/mb/

『EVENING TRIPPER』
月～木 １７：００～１９：００ http://blog.goo.ne.jp/80et/

『gifu power countdown30』
金 １６：００～１９：００ http://www.radio-80.com/cd30/

筒井明子(月～水)
変わったモノが大好き!?
取材にかける情熱は一番！
3時間ママチャリの旅、
早朝からモリアオガエル
の産卵など･･･

月は露出系・火は着物の
姐御キャラ。
曜日によって違うスタイル
で放送。趣味で2つのバン
ドのボーカルを担当。
こう見えても奥様です。

お問合せ先：岐阜エフエム放送（株） ０５８４‐８３-０１８０ 09/04現在

Radio80 岐阜エフエム

西村知穂(木･金)

小島愛(月･火) 久世良輔(水･木)

趣味はカメラ＆きぐるみ！
カメラで岐阜の風景・人を
バシバシ撮る！
特別な日は、ぎぐるみ着て
OA！

音楽と野球はお任せ！
元ミュージシャン。
堂島孝平と同じ事務所に
いた、お友達。
野球･フットサル･釣り･･･
アクティブです！

生ＣＭ・パブリシティは下記番組内で実施

志津利弘 平松亜希子
これでもママ。
Radio80アナウンサー。
「うちの子ｶﾜｲｲの！」が
口癖!?仕事と子育てを
両立するしっかりママ。

ｲﾝﾃﾞｨｰｽﾞﾊﾞﾝﾄﾞのﾎﾞｰｶﾙ
地元・中津川市に住む、
ﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾝ。シャツにネクタイ、
メガネをオシャレに
着こなします！

MORNING BIRD 月～水 7:30～10:00 筒井明子 30歳代 女
趣味：漫画、演劇鑑賞、料理（鳥の丸焼き）
特技：凧揚げ、ウエスタン乗馬

MORNING BIRD 木～金 7:30～10:00 西村知穂 30歳代 女

趣味：カメラ（一眼）、きぐるみ集め、落語、お
酒
特技：ビアテイスター、珠算検定1級、山本ﾘﾝ
ﾀﾞ「どうにもとまらない」

EVENING TRIPPER 月～火 17:00～19:00 小島愛 30歳代 女
趣味：日本舞踊、和服でお出かけ、バンド活
動

特技：歌うｺﾄ、衣裳を作るｺﾄ、作文

EVENING TRIPPER 水～木 17:00～19:00 久世良輔 30歳代 男
趣味：野球、フットサル、ダーツ、釣り、音楽
特技：ｷﾞﾀｰ&歌（元ﾊﾞﾝﾄﾞﾏﾝ）、ｵｰｸｼｮﾆｱ

gifu power 
countdopwn30

金 16:00～19:00 志津利弘 20歳代 男
趣味：サッカー
特技：ﾊﾞﾝﾄﾞ「the Canadian Club」のｷﾞﾀｰ&ﾎﾞｰ
ｶﾙ

gifu power 
countdopwn30

金 16:00～19:00 平松亜希子 30歳代 女
趣味：ﾌﾗﾀﾞﾝｽ、ｼﾞｪﾙﾈｲﾙ

特技：子育てと仕事の両立



① 神戸の朝を応援する生ワイド番組

② 大阪「アメリカ村ＭｉｃｈｅｌＣｕｂｅ」から平日の生放送

③ 今年で７回目を迎える神戸ハーバーランドの音楽の祭典

神戸の朝を応援する生ワイドプログラム。
曜日毎のアイドルレポーターが
県内外の話題のスポットから毎日レポートをお届けする、
「Kiss Driving Report」も好評オンエア中！

大阪のサテライトスタジオ「ＭｉｃｈｅｌＣｕｂｅ」からライブオンエア！
サウンドクルーは、インディーズアーティストとしても活躍する
藤原岬（月・火）と、読者モデルとしても人気の村上実沙子が

新のトレンドと楽曲をお届け！

毎年神戸ハーバーランドで開催してきた「街角音楽祭」
がパワーアップ！Kiss-FMとゆかりの深いアーティスト
やKiss-FMが自信を持っておすすめするニューカマー
などバンドやアイドルグループまで、様々なジャンル
のアーティストを迎え、幅広い年齢層の方にお楽しみ
いただけるイベントとして親しまれています。

④ 生ワイド番組一覧

『BRANDNEW KOBE』＆
『BRANDNEW KOBE 

FRIDAY』

『Kiss MUSIC PRESENTER』

『Kiss Sound Jammin’ in 神戸ハーバーランド』

中野耕史（月・火） 藤原岬（水・木） 大久保かれん（金）

中野耕史：12/13生まれ 特技：中国語

大久保かれん：12/26生まれ 趣味：旅行（ハワイ）

藤原岬：１/24生まれ 趣味：ビリヤード・ダーツ
ＲＩＢＥＫＡ：12/24生まれ 特技：英会話

お問合せ先：（株）Kiss-FM KOBE 東京支社 03-5226-8990 09/04現在

藤原岬（月・火）ＲＩＢＥＫＡ（水・木）

月－木16：00-18：55

http://www.kiss-fm.co.jp/program_blog/presenter/

http://www.kiss-fm.co.jp/program_blog/brandnew/

http://www.kiss-fm.co.jp/program_blog/brandnewfri/

月－金8：25-11：55

株式会社Kiss-FM KOBE

生ＣＭ・パブリシティは下記番組内で実施

BRANDNEW KOBE 8:25～11:55

BRANDNEW KOBE
FRIDAY

月・火 赤松美香子 ３０代 女

PUMP IT UP！ 12:00～13:00

水・木

中野耕史 ３０代 男

水・木 浜平恭子 ３０代 女

アメリカ村＠ＤＥＥＰ 金 16:00～19:55 谷山　香 ３０代 女

月・火

金

性別

8:25～11:55

番組名 番組放送曜日 番組放送時間 番組パーソナリティ名 年齢(○歳代)

藤原　岬 ２０代 女

大久保かれん ４０代 女

趣味：野球観戦・旅・朗読・ギター・三線他

特技：中国語・風船人形作り・剣道

趣味：旅行（韓国・ドバイ等）・本・雑誌の濫読

特技：韓国語

趣味：バイク・旅行・アウトドア・登山

資格：スキューバダイビング・大型自動二輪免許

趣味：ビリヤード・ダーツ

趣味：旅行（ハワイ）・アメリカドラマ鑑賞

趣味：音楽・ビデオ鑑賞

趣味･特技



③ リポートカー「ラヴィー」は どこまでも走ります！

お問合せ先：（株）エフエム山陰 東京支社 03-3261-3491 09年4月現在

V-air MEDIA REPORT

① 09年4月 ウイークデー夕方のドライバーゾーンがチェンジ！

② フレッシュなパーソナリティーが登場！！

新人DJはアーティストとアスリート?!

リポートカー「ラヴィー」！！

中継先とスタジオをつないで、西へ東へ！リアルな山陰の様子を

放送します。「ラヴィー」は山陰を駆け抜けます！

④ 生ワイド番組一覧

Mon－Thu 17:15～19:00
www.fm-sanin.co.jp/guts/

今日 がんばったあなたへ！明日こそ がんばりたいあなたへ！

ガッツを注入します！！

家路へ急ぐ仕事終わりのリスナーに元気がでるナンバーをお届けします。

パーソナリティーは「死ぬ気でガッツ」が座右の銘、南さやか ！

www.fm-sanin.co.jp/lavi/

休日を控えたリスナーへ

週末情報とお気に入りの音楽をいっぱい詰め込んで送る3時間半。

リクエストやメッセージにも応えます！

ベテランパーソナリティー角秀一と絡むのはドラマ「ケータイ少女」の主
題歌でデビューしたバンド“グライダー”のVoとして活躍したMiki！

そして、音楽も大好きだけど走るのも大好き、ゆうみ！! 

リスナーに電話もつないじゃうコーナーもアリ！

角 秀一

ゆうみ

Miki

www.fm-sanin.co.jp/get/
Fri 13:00～16:25

番組名 放送曜日 放送時間 パーソナリティ名 年齢 性別 趣味･特技

ガッツ da レディオ 月～木 1715～1900
南さやか 20代 女 趣味：カフェめぐり・雑貨や探訪・散歩

特技：標準語・関西弁・出雲弁のトリリン
ガル

朝☆ピタ！ 月～金 0730～0930
月火水＝稲田茂 40代 男 趣味：スポーツ観戦・カラオケ

木金＝益村千代 20代 女 趣味：愛犬(6歳のパピヨン)

GET UP!! WEEK-
END

金 1300～1625
角 秀一 40代 男 趣味：読書・作詞作曲



FM岡山

① 開局（平成11年）以来続いている長寿番組

② 10周年(平成21年4月)を記念してスタートした新番組

③ 年４回、３万部発行 地域密着情報満載！

『VV-AMUSEMENT BOX』

『牛嶋俊明 ドリームファクトリー』

『FM岡山 フリーマガジン』

ダイナマイト・イシムラ

お問合せ先：岡山エフエム放送（株） 東京支社 ０３－５２１４－７６８０ 09/04現在

牛 嶋 俊 明

開局よりFM岡山に在籍する

看板アナ

ブログ
http://djushijima.livedoor.biz/

地元岡山を拠点に活動する人気タレント

各コーナーをBOXと捉え、 新の音楽や話題の出来事、

週末のイベント＆エンターテイメンメント情報などを発信
する地域密着型人気プログラム。

地元企業の経営トップをスタジオに招き、自らの人生体験
や成功の秘訣をご本人のエピソードを元に紹介。リスナー
が夢と希望で元気になるトーク番組として人気上昇中。

地元のショップ・カフェ・ガソリンスタンド・CDショップなどに配布してい
る季刊発行の フリーマガジン。地域情報はもちろん、 新の音楽情報

やエンターテイメント情報等を放送と連動しながら誌面発信！

広告掲載付きスポットプランもございます。

金 １６：００～１８：４０

金 １３：３０～１５：５５

番組名 放送曜日 放送時間 パーソナリティ名 年齢 性別 趣味･特技

牛嶋俊明ドリーム
ファクトリー

金
13：30～15：

55
牛嶋俊明 ４０代 男

趣味：プロレス、野球観戦等

特技：時代劇・歴史ドラマに詳しい。

VV-AMUSEMENT 
BOX

金
16：00～18：

40
ダイナマイト・イ

シムラ
４０代 男

趣味：波にのる（漂う）

特技：ウクレレ

生ＣＭ・パブリシティは下記番組内で実施

④ 生ワイド番組一覧！

http://djushijima.livedoor.biz/


①山口の自社ワイド。3本のストリート。

『Morning Street』
放送時間：月～金 ０７：３０～１０：２０

『Evening Street』
放送時間：月～金 １６：００～１８：５５

新井道子

②山口 強コンビふたたび！

『まるてんフライデー』
毎週金曜日１３：００～１５：５０

BB 金光

大和良子 鈴木晶久

③夏恒例のアマチュアバンドコンテスト

『BATTLE HEAT in スターピアくだまつ』

④生ワイド番組一覧

様々な音楽、情報、ヒトが行き交う「Street」、「Morning 
Street」と「Evening Street」。そして4月からは新しく
「Daytime Street」がスタート。音素材・選曲、話題等で

シンクロする新しいワイド３番組です。

(Morning Street) (Evening Street)

FMYのBB金光（本厄）と県内ではいまや知らな

い人はいない山口のトップアイドル（当社調べ・
推定）、沖永優子。山口のトップスター2名が週末
のだる目の時間帯に喝を入れさせてもらいます。

毎年恒例のアマチュアバンドコンテスト、バトルヒート・イン・スターピア
くだまつ。今年で13回目となりました。100組を越えるエントリーから

当日本選に勝ち残った8組が大ホールでパフォーマンス。グランプリに
は賞金200,000円が贈られます。

お問い合せ先（株）エフエム山口東京支社 ｔｅｌ03-3221-0280 09/04現在

http://www.fmy.co.jp/prg/m-street/index.html

http://www.fmy.co.jp/prg/e-street/index.html

http://www.fmy.co.jp/prg/maruten/index.html

http://www.fmy.co.jp/sp/battle/index.html

〒102-0083 東京都千代田区麹町1-8JFNｾﾝﾀｰ7階

沖永優子

(Daytime 
Street)

『Daytime Street』
放送時間：月～木 １３：３０～１５：５０

http://www.fmy.co.jp/prg/d-street/index.html

番組名 放送曜日 放送時間
パーソナリティ

名
年齢 性別 趣味･特技

MORNING 
STREET

月～金 7：30～10：20 大和良子 ３０代 女 趣味･特技：うたをうたうこと

DAYTIME STREET 月～木 13：30～15：50 新井道子 ４０代 女
趣味・特技：ベランダガーデニング、毛抜
き、三角食べ

EVENING STREET 月～金 16：00～18：55 鈴木晶久 ３０代 男

趣味：ライブを観ること・雑誌（多ジャン
ル）を読むこと

特技：図書装備



① 開局以来20年続く、超ワイド番組！

② 出張放送で地元密着 番組人気パーソナリティー

③ リスナー参加！スポーツイベント

地元有名人、注目アーティストなど、他では聞け
ないビッグなゲスト多数、出演。その上、パソコン
携帯電話のE-Mailを使ってのゲームあり、試食
ありアン、ケートありでプレゼントももらえちゃう！
こんな得する番組、他にない！
いや、あるはずがない！

週末の笑いいっぱいのトークバトル番組
どっちがツッコミ？どっちがボケ？未だに謎な迷コンビ、
桂こけ枝と筒井智子が平和な金曜日の午後をトーク＆
ミュージックでお届けします。

フットサル人口の増大と底辺の拡大を目指して年に１回、
約100チームを募集し、予選リーグを経てトーナメントを実施。
中四国エリアから強豪が集まる県下 大級のビックな大会！

④ 生ワイド番組一覧

『JOY-U CLUB』

『WEEKEND SHUTTLE

桂こけ枝＆筒井智子』

『FM香川ﾌｯﾄサル大会
COPA de FM Kagawa』

岡加依子（水）&藤澤翼（月火）&柏原里砂（木金）

藤 澤翼 ：A型 ｽﾎﾟｰﾂ観戦、傍観、評論、睡眠、暴飲暴食
岡 加依子：O型 野球観戦、ﾏﾝｶﾞ、ｱﾆﾒ、花の水やり
柏原里砂 ：A型 ｺﾝﾋﾞﾆ探検、新旧ﾏﾝｶﾞ読破、お菓子研究

桂こけ枝：O型 桂米朝の17番弟子
読書、無念無想（無念無毛？）

筒井智子：AB型 大きなひとりごと
身体を動かすこと、空想（妄想）

お問合せ先：（株）エフエム香川東京支社 tel03-3222-0641 09/04現在

〒102-0083 東京都千代田区麹町1-8JFNｾﾝﾀｰ7階

桂こけ枝＆筒井智子

個性派揃いのパーソナリティからの情報に要注目！

http://www.fmkagawa.co.jp/pc/program/joy-u/index.html

http://www.fmkagawa.co.jp/pc/program/shuttle/index.html

http://www.fmkagawa.co.jp/pc/Library/event/Futsal/index09.html

2009年度優勝

広島DLLC/PIVOX

開局20周年

キャラクター
ラジ男

番組名 番組放送曜日 番組放送時間 番組パーソナリティ名 年齢(○歳台) 性別 趣味･特技

786 SUPER MEDIO 月～金 7：30～8：55

月・火 市川智子 ? 女 野球観戦、24

水・木 千葉むつみ ? 女 自画像を描くこと
金 中井今日子 ? 女 映画鑑賞、音楽鑑賞・演奏、早起き

Delicious! 月～木 11：30～12：55
月・火 安西里花 20代 女 野球観戦、始めたばかりのゴルフ

水・木 モリアイコ 30代 女 ピアノ作曲、絶対音感があること、絵を描くこと

JOY-U CLUB 月～金 16：00～18：55

月・火 藤澤翼 30代 男 スポーツ観戦、スポーツ評論、睡眠、暴飲暴食

水 岡加依子 20代 女 野球観戦、マンガ、アニメ、花の水やり

木・金 柏原里砂 30代 女 コンビニ探検、新旧マンガ読破、お菓子大研究

WEEKEND SHUTTLE 金 11：30～15：55
桂 こけ枝 40代 男 読書、ゴルフ

筒井智子 30代 女 大きな独り言、ゴルフ



① 愛媛の「NO.1 MUSIC PROGRAM」

② お昼の一時を素敵な音楽に乗せてお届けします！

③ 愛媛の真夏の風物詩！！

新音楽ﾄﾋﾟｯｸｽ、話題のｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ情報をﾐｯｸｽ
しながら、1960年代から現在まで、全てのGOOD MUSIC
をON AIR ! 様々な特集ｺｰﾅｰを網羅しながら、WEEKDAY
の午後に、 上級の音楽環境をお届けしています。

2002年から毎年実施しているｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ。愛媛県内の予選を
勝ち抜いたﾁｰﾑが愛媛県NO.1を目指します。
2006年からは沖縄で開催される全国大会の愛媛県予選として
開催しています。

④ 生ワイド番組一覧

『FM愛媛ｶｯﾌﾟ・ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ2009–ｅｈｉｍｅ ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ-』

お問い合わせ先：FM愛媛東京支社 TEL：03-3221-0275 09/04現在

〒102-0083 東京都千代田区麹町1-8 JFNセンター7F

TEL：03-3221-0275 FAX：03-3221-0058

玉井智
（MON&TUE）

正岡省吾（WED-FRI）

音楽のランチボックス

窪田ゆうこ

番組名 番組放送曜日 番組放送時間 番組パーソナリティ名 年齢(○歳代) 性別 趣味･特技

FMフレッシュライフ 月～金 9:00～11:00
坂本由美 ６０代 女 フラメンコ、ハワイアン、映画鑑賞

IT'S ＭＯＲＮＩＮ’ 月～金 7:30～8:55
仙波亜子 ４０代 女

井坂彰の

月～金

(月-木) 井坂彰 ４０代 男 スノーボード(JSBA C級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ)

Ｇｒｅａｔ Ｎｏｉｓｙ Ｃｌｕｂ！ 19:00-20:55 スキューバダイビング(SSIﾏｽﾀｰﾀﾞｲﾊﾞｰ)

(金)19:00-20:30 PC（ｲﾗｽﾄ、CG、SS作り）

カモ☆れでぃ★ＦＭ 月～金 １７：４０～１８：５５ 金１７：３５
～

高橋 真実子 ３０代 女 趣味：ホラー映画鑑賞、ヨガ、ライブ
特技：南京玉すだれ バルーンアート 話しことば検定

カモ☆れでぃ★ＦＭ 月～金
17:40～18:55

金のみ17:35～
関 千里 ３０代 男

趣味：サッカー／野球観戦・スノーボード・バイク・
サーフィン（始める予定）

特技：浪費 改め 自己投資

音楽のランチボックス 月〜金 12:00〜12:55 窪田ゆうこ ２０代 女
趣味：写真、陶芸、着物、caféめぐり

特技：フルート

ＭＵＳＩＣ ｆｒｏｍ ＪＯＥＵ 月～金 15:05～16:55 玉井智(月・火) ４０代 男
趣味：ｽﾉﾎﾞｰ、読書、天体、ｵﾝﾗｲﾝｹﾞｰﾑ

特技：ｽﾉﾎﾞｰ

ＭＵＳＩＣ ｆｒｏｍ ＪＯＥＵ 月～金 15:05～16:55 正岡省吾(水～金) ４０代 男
趣味：作詞、作曲、ライブ

特技：ものまね、ｶｸﾃﾙ作り



① 爽やかな朝を演出、徳島をスマイルにする

② 週末の午後を彩る、話題満載の生ワイド

③ 春の徳島一大イベント

新のニュース・天気予報に加えて、気になる情報を
凝縮してお届けします。各曜日それぞれのコーナーを
通してリスナーの声を伝えます。Smile Morningは、
これからもずっと、忙しい朝に耳から得られる“プラス・
ワン”の情報をアナタに届けます。

“週末の徳島を多彩に”をコンセプトにした プログラムです。

「地元密着」 「リスナー参加」を基本に、１Way ⇔２Wayを織り交ぜ、情熱レッド

クールなブルー元気なイエロー癒しのグリーンスイートなピンクで彩ります。

ゴールデンウィークの始まりの時期に開催される
「はなはるフェスタ」。その 終日のメインステージ
を飾る『ＦＭ徳島はなはるLIVE』は、そのなかでも
目玉イベントとなっています。
過去には、森山直太朗・コブクロ・アンダーグラフ
チャットモンチー・いきものがかり等々、数多くの
ブレイクアーティストの招聘に成功。大勢の
オーディエンスが無料で楽しめるイベントです。

④ 生ワイド番組一覧

『 Smile  Morning 』

『ＦＲＩＤＡＹ ＯＮ ＬＩＮＥ』
～５colors Radio～

『ＦＭ徳島はなはるLIVE』

月.火平 吉将 水.木.金大和たきみ

蔭山 洋子；元ＦＭ徳島アナウンサー。２００５年退職後、

フリーランス。現在、多方面で活躍中。

坂上 航司；２００９年４月入社だが、蔭山とのコンビ

ネーションはバッチリ！

お問合せ先：（株）エフエム徳島 東京支社 tel.03‐3288-0882 09/04現在

〒102-0083 東京都千代田区麹町１－８ＪＦＮセンター７階

tel.03-3288-0882 fax.03-3288-5488

蔭山 洋子

月曜～金曜 7:30-9:30

金曜 12:00-16:55

http://www.fm807.jp/program/smile/

http://www.fm807.jp/program/fol/

坂上 航司

大和たきみ；徳島県内のことは彼女におまかせ。

優しい目線でのコメントにはファンも多い。

平 吉将 ；「書」と「歌」を愛する、繊細道産子BOY。

しかし、おとぼけキャラも見え隠れ（笑）

趣味:音楽鑑賞、ＬＩＶＥ、カラオケ

特技:書道

趣味:本・ＣＤショップめぐり、散歩

特技:絶対音感があること

趣味:お祭り、ダンス、中東文化

特技:ペルシャ語

趣味:スポーツ観戦、お菓子づくり

特技:キャベツのせん切り、トランペット

趣味:旅行、英会話

特技:犬と会話すること

趣味:バスフィッシング、フットサル、カエルグッズ収集

特技:家事全般

16:00 - 18:55

FRIDAY ON
LINE

金 12:00 - 16:55

蔭山洋子 女 30代

女

坂上航司 20代男

スマイル
モーニング

月～金 7:30 - 9:30

Ｔ-Ｃross 月～木

趣味･特技

20代

中井真奈

番組名 番組放送曜日 番組放送時間 パーソナリティ

平 吉将 男

性別

齋藤 翠 20代女

20代女

年代

大和たきみ 40代



エフエム高知 メディア・リポート
①新しくなった朝の顔

月～金曜日 ８：２０～１０：５５

パーソナリティ 月～水曜日 伊藤実沙子 木・金曜日 松木 亮

ニュース・天気・交通情報から、簡単朝ごはんレシピ・釣りポイント 伊藤実沙子

まで、情報てんこ盛りの朝ワイド。レポートコーナーも好評です。 松木 亮

Ｈｉ－Ｓｉｘ Ｍｏｒｎｉｎｇ Ｃｌｉｃｋ！

②放送１０年を超える定番ワイド

月～金曜日 １６：００～１８：５０

パーソナリティ 月・火曜日 谷本美尋 水～金曜日 岡本嘉勝

高知の夕方はこれ！ 人気の２トップがお贈りするジャム・ワールド。 谷本美尋

金曜日は、毎週ランキングを発表するWEEKLY COUNTDOWN TOP 50。 岡本嘉勝

Ｈｉ－Ｓｉｘ Ｒａｄｉｏ ＪＡＭ

③高知の自然をテーマにしたイベント

年２回 イオンモール高知にて開催

高知は自然が豊富な地域です。ＦＭ高知では、私たちの大切な自然に感謝し、

守り育て、豊かな心を育むことを目的としたイベントを行っています。

会場では、高知出身・在住のアーティストたちによるライブも開催し、多くのお客さまにお集まりいただきました。

Ｌｉｖｅ Ｇｒｅｅｎ Kｏｃｈｉ

番組名
番組放送曜

日
番組放送時間

番組
パーソナリティ

名
年齢 性別 趣味･特技

Hｉ－Ｓｉｘ Ｍｏｒｎｉｎ
ｇ Ｃｌｉｃｋ！

月～水 8：20～10：55 伊藤実沙子 ２０代 女
趣味：ゴルフ、酒、食べ歩き

特技：マージャン、パチンコ

Ｈｉ－Ｓｉｘ Ｍｏｒｎｉｎ
ｇ Ｃｌｉｃｋ！

木・金 8：20～10：55 松木 亮 ３０代 男
趣味：ゴルフ、合コン

特技：物忘れ

Ｈｉ－Ｓｉｘ Ｒａｄｉｏ
ＪＡＭ

月・火 16：00～18：50 谷本美尋 ４０代 女

趣味：ＮＡＲＵＴＯ(マンガ)、ガーデニン
グ

特技：坂本龍馬を語る

Ｈｉ－Ｓｉｘ Ｒａｄｉｏ
ＪＡＭ

水～金 16：00～18：50 岡本嘉勝 ３０代 男 趣味：釣り、音楽、バスケ

Ｈｉ－Ｓｉｘ Ｍ－Ｓｔ
ｙｌｅ

金 13：00～15：47 大黒久美子 ３０代 女
趣味：旅行、ピンクのものを集めること

特技：ピンクのものを見つけること

株式会社エフエム高知 東京支社 ０３（３２２２）５５００ 09/04現在



佐賀の朝に元気を注入！

旬な音楽と情報をあなた
gats@fmsaga.co.jp

エフエム佐賀

『Gat’s Morning』

①朝からガッツあふれる音楽と情報を提供する番組

月曜～金曜

③聴いてて飽きない７人のパーソナリティがお届けする 夕方生ワイド番組

『夕方ﾗｼﾞｵ ﾁｪｹﾗｯﾁｮ』 ch@fmsaga.co.jp
月曜～木曜 １６：００～１８：５５

個性的なキャラが勢揃い。 笑いと元気をあなたにお届けします

原和正（月水）

④佐賀市の秋の風物詩

『SAGAｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ﾊﾞﾙｰﾝﾌｪｽﾀ』
毎年１０月下旬～１１月上旬にかけて、佐賀市の嘉瀬川河川敷でバルーン競技の世界大会他が行わ
れ、会期中（５日間）に毎年約１００万人の来場があります。ＦＭ佐賀ではイベントステージ（約2000人
収容）で公開番組を実施。またサテライトスタジオを設置して様々な公開番組を毎年行っています。

木村ヤスエ（月） マッチョ（火）

７：３０－１０：００

佐藤友美（木金）ＹＵＹＡ（月～水）

②金曜夕方はスタイリッシュに音楽・情報をお届け①朝からガッツあふれる音楽と情報を提供する番組

『Ｅａｓｙ Ｆｌａｓｈ』 １６：００－１８：５５
金曜

地域情報・ニュースの

・映画・音楽！！

楽しみながら何でも

わかっちゃう！

そんな週末番組です

ef@fmsaga.co.jp飯地紀美子 フラッシュ嶋田

コガ☆アキ（水）田代奈々（火） ヒーマン（木） 豊永香代（木）

番組名
番組放送
曜日

番組放送
時間

番組パーソナリ
ティ名

年齢(○
歳代)

性別 趣味･特技

Gat's Morning 月～水
07:30～
10:00

YUYA ３０歳代 男
身長189cm、足のサイズ29cm、血液型O型の超大型。

J2サガン鳥栖のスタジアムDJとしても活躍中

Gat's Morning 木・金
07:30～
10:00

サトユミ ３０歳代 女
飲酒、旅行、ヨガ、意外と?料理!その他諸々・・・

夕方ラジオ チェケラッチョ 月
16:00～
18:55

原 和正 ４０歳代 男 大の車好き！ 好きな言葉は「独創性」

木村ヤスエ ３０歳代 女
ネットオークション・映画鑑賞 ・コンビニ新商品は必ずチェッ
ク ！

夕方ラジオ チェケラッチョ 火
16:00～
18:55

田代奈々 ３０歳代 女 好きなもの お酒。

マッチョ ２０歳代 男 釣り・野球・スーパー銭湯めぐり・スノーボード

夕方ラジオ チェケラッチョ 水
16:00～
18:55

原 和正 ４０歳代 男 大の車好き！ 好きな言葉は「独創性」

コガアキ ３０歳代 女
ちょっぴり片寄り気味な癖のある物(洋服・雑貨etc)、「限定
品」

夕方ラジオ チェケラッチョ 木
16:00～
18:55

ヒーマン ４０歳代 男 ツーリング、カラオケ。歌手としてメジャーからCDもリリース。

豊永加代 ３０歳代 女 アニメ大好き！放送系専門学校講師としても活躍中！

Easy Flash！ 金
16:00～
18:55

飯地紀美子 ３０歳代 女 舞台鑑賞・声の聞き分け・絶対音感

嶋田和孝 ３０歳代 男
初対面の人から突っ込みを入れられる。すぐ熟睡できる。
バスケットボール。

⑤番組一覧表

お問い合わせ先 ㈱エフエム佐賀東京支社 電話０３－５２７６－１１２０ ０９/０４現在



生ＣＭ・パブリシティは下記番組内で実施

①ＪＲ長崎駅のサテライトから平日夕方生放送
番組と連動したプロモーションも好評！

②２０年以上も続いてる、朝の看板生ワイド！

③今年で１１年目！
長崎のいや九州の夏の定番野外ライブ

④ 生ワイド番組一覧！

お問合せ先：（株）エフエム長崎東京支社 ０３－３２２１－０２８５ ０９/０４現在

内藤圭祐・平川純子

長崎の朝の声！

｢Ｓｕｎｒｉｓｅ Ｓｔａｔｉｏｎ｣
（月～木７：３０～１０：００／金はワイド版～１０：５４まで）

福田 修志＆平川純子

http://www.fmnagasaki.co.jp/program/sunrisestation/
長崎の朝といえば！
２０年以上番組タイトルを変えずにお届けしている、ＦＭ長崎の看
板生ワイド番組です。あわただしい朝の中にもゆとりと笑顔で、
１日の始まりに活力と情報をおとどけし、毎朝毎朝長崎の街のリズ
ムを創り出す地元に最も密着した生ワイドです。

｢Ｇ.ＲＡＤＩＯ℃｣
（月～木 １６：００～１８：５０）

平川歩美＆マーク

http://www.fmnagasaki.co.jp/program/gradio/
長崎の玄関口、ＪＲ長崎駅内かもめ広場にあるサテライトスタジオ
｢Ｋａｍｏｍｅスタジオ｣から平日夕方２時間５０分の生放送。
家路に戻る学生・会社員に様々な情報をお届けすると同時に、個性
豊かなパーソナリティのトークで人気！
番組と連動したスタジオ前広場でのプロモーションがスポンサーに
も好評！

｢Ｓｋｙ Ｊａｍｂｏｒｅｅ｣
(毎年８月に、長崎市稲佐山公園野外ステージで開催)
今年で１１年目を迎え、九州を代表する野外ライブとなった｢Ｓｋｙ
Ｊａｍｂｏｒｅｅ｣！
昨年、１０年目にして、初のチケット前売り完売！
これがなければ長崎の夏は終らないと言われるイベントに育ち、県内
はもちろん、九州一円、遠くは関西・関東からもこの“スカジャン”
を観に来てくれています。

http://skyj.jp/

平川歩美・マーク

趣味:Ｙｏｇａ、山登り、食べること

特技:ベジタブル＆フルーツマイスター　ジュニアマイスター

趣味:福岡ソフトバンクホークス・競馬の観戦／地図を読む
特技:沖縄の楽器･三線(特技に出来るようにがんばっています)

趣味:音楽（聴くのも演奏

特技:少林寺拳法

趣味:映画｢ｱﾒﾘ｣のｵﾄﾞﾚｲ･ﾄﾄｩばりにHAPPYな妄想にふけること。

特技:呑みすぎても後悔しない、でも反省はちょっとだけする。

趣味:ＬＩＶＥ、サッカー観戦

特技:どこででもすぐ寝る

趣味:ＬＩＶＥ、サッカー観戦

特技:どこででもすぐ寝る
趣味:年に1度のｻｰﾌｨﾝ､4年に1度のｽﾉﾎﾞ､茶目っ気たっぷりのｸﾗﾌﾞDJ

特技:強引な合コンのセッティング

女

20代男

年代 趣味･特技

30代

マーク

11:55～13:00 高森順子

平川純子

内藤圭祐 20代男

女

YUYA 30代男

番組名 番組放送曜日 番組放送時間 パーソナリティ 性別

平川歩美 30代

サンライズ・
ステーション

月～金
6:00～10:00

金のみ～9:30

G.Radio ℃ 月～木 16:00～18:50

Fly-Day
Wonder3

金 12:00～18:50

30代女栄町レコード

高森順子 女 30代

月～木



FMK エフエム熊本 インフォメーション http://fmk.fm

② 人気の生ワイド番組！パーソナリティーという大陸を結集！

お問合せ先：（株）エフエム熊本 東京支社 03-3221-0251 09/04現在

黒木よしひろ MEG

「FMKパンゲア！」
月～木曜日 11：30～14：35 FMK第１スタジオから生放送
パーソナリティー
（月）MEG/英太郎 （火）マッキー/真猿
（水）黒木よしひろ/水上清乃 （木）かなぶんや/野田亜紅

曜日毎にパーソナリティが変わるＦＭＫ史上これまでにない強烈布陣の番組。リスナーとの
双方向性をとことん追求していきます。

① 「熊本の朝をさわやかに！」好奇心旺盛な知的情報エンターテイメント

「FMK MORNING GLORY」
月～木曜日 8：20～10：35 FMK第１スタジオから生放送
パーソナリティー：松崎ひろゆき

熊本の朝を毎日、楽しく！元気に！新しく！パワフルでセンスある情報と心地よい音楽で
熊本の働く人々を、毎日バックアップします。

③ RADIOの魅力を生かしたアクティブプログラム！

「FMK RADIO BUSTERS」
月～木曜日 17：00～19：55 サテライトスタジオ「J-PIT」から生放送
パーソナリティー
月、火：永松ケンシ 水、木：永松ケンシ/タケル

サテライトスタジオから生放送でお届けするミュージックプログラム。ゲストアーティスト
出演時には多数のリスナーがスタジオ前につめかけます。

永松ケンシ タケル

④ 生ワイド番組一覧
番組名

番組放送
曜日

放送時間 パーソナリティ名 年齢 性別 趣味・特技

FMK MORNING GLORY
月～木曜

日
8:20～10:35 松崎ひろゆき 30代 男 演劇や舞台に出演すること。

FMK MAGICAL FRIDAY 金曜日 8:20～10:35 相越久枝 40代 女 一度目が覚めても、見たい夢の続きを見ることができます。

FMK パンゲア！
月～木曜

日
11:30～14:35

月曜日
MEG 30代 女 “天城越え”熱唱できます。

英太郎 30代 男 ものまね

火曜日
マッキー 30代 女 食べ歩き、マラソン

真猿 20代 男
音楽 （主にR&B）映画、痩せたり太ったり出来ること（上下10キ

ロ）

水曜日

黒木よしひ
ろ

40代 男 お酒を飲むこと

水上清乃 30代 女 料理、グレープフルーツの皮の早むき！

木曜日
かなぶんや 50代 男 音楽（特にROCK）を聴く

野田亜紅 40代 女 ウォーキング、アンチエイジング

FMK Thumb-Up Chameleon 金曜日 12:00～14:35
Masayan 30代 男 目覚まし無しでも起きれます。

山下扶美 30代 女 どこでも寝れます。足の指が鳴らせます。

FMK HAPPY GO LUCKY
月～金曜

日
16:00～16:55

月、木、
金曜日

村上隆二 30代 男 防災士の資格を持ってます。

火、水曜
日

本田みずえ 40代 女 ラッピング、ネイティブな大分弁

FMK RADIO BUSTERS
月～木曜

日
17:00～19:55

月、火曜
日

永松ケンシ 30代 男 旅、食べ歩き

水、木曜
日

タケル 30代 女 料理が得意！鳥もさばけます。

永松ケンシ 30代 男 旅、食べ歩き

FMK Z-BOPPER 金曜日 17:00～19:55 MEG 30代 女 “天城越え”熱唱できます



FM大分

①ＦＭ大分で人気のワイド番組とパーソナリティー

② 地元密着番組とパーソナリティー

③ 中孝介の歌と焼酎試飲会で大成功！

温かいｊ気持ちで1日を元気よくスタート
するためのワイドプログラム。
旬の大分情報を中心に、国内外の主要ニュース

やスポーツの話題など、もれなくピックアップ。
月～金曜日 ７：３０～９：５５ 放送
Home Page http://www.fmoita.co.jp

大分トリニータのHOME「BIG EYE」に隣接する商業施設
ﾊﾟｰｸﾌﾟﾚｲｽ大分のサテライトスタジオ「サラン」からLIVE
ON AIR!大分のトレンドをお送りします
月ー金曜日 午後４：００～４：５５ 放送

リスナー招待形式で行われた「中孝介トーク&ライブ」
さつま白波の協賛で、焼酎の試飲会なども行われました
２００７年１２月１３日（木）実施

④ 生ワイド番組一覧

『Ｗｅｌｃｏｍｅ
Ｍｏｒｎｉｎｇ！』

『もっとあなたと！
COLORFULL PALETTE』

『中孝介トーク＆ライブ』

ＤＪ ＮＡＶＥ(ﾃﾞｨｰｼﾞｪｲﾅﾍﾞ)

（月－木担当）

ＦＭ大分で若者に人気のパーソナリティー

＜好きなもの＞：ラジオ、スポーツ新聞、
大分トリニータ、CDJ、ストライクフリーダム、

地元のＴＶにも多数出演の人気の
パーソナリティー
<好きなもの＞
自分の部屋 （場所）
－好きな異性のタイプは？－

同じ空気を感じる人。

岩崎朋美（水･木担当）

ＦＭ花子

趣味:ラジオ･大分トリニータ

特技:ハンドボール・ＣＤＪ

趣味:読書･音楽

特技:人間観察

趣味：ライブ･スポーツ観戦

特技：ガーデニング(観葉植物・野菜つくり)

趣味:ランニング･旅行

特技：ウクレレ・日本茶アドバイザー

趣味：バイク･登山･ランニング

特技：にぎやかし

趣味:スポーツ観戦･旅行

特技：お菓子作り

趣味：ボート

特技：一級環境管理士・毒物取り扱責任者他

趣味：ライブ･スポーツ観戦

特技：パッキング・荷造り

浅野ちかげ ２０代 女

梶川善寛 ３０代 男

Ｗｅｌｃｏｍｅ　Ｍｏｒｎｉｎｇ

クリック･ザ･リクエスト

Ｗｅｌｃｏｍｅ　Ｍｏｒｎｉｎｇ

月ー木

金

７：３０～８：５５ ３０代 男

深町絵里

クリック･ザ･リクエスト １１：３０～１２：５５ 唐木恵美 ３０代 女

Ｒａｄｉｏ　Ｃｒｕｉｓｉｎｇ

Ｒａｄｉｏ　Ｃｒｕｉｓｉｎｇ クボタヨシフミ ３０代 男

Ｒａｄｉｏ　Ｃｒｕｉｓｉｎｇ 木
１７：００～１８：５

５
前田裕美 ３０代 女

月･火

水・木

月

火

１７：００～１８：５５

１７：００～１８：５
５

７：３０～８：５５

１１：３０～１２：５５

１７：００～１８：５
５

Ｒａｄｉｏ　Ｃｒｕｉｓｉｎｇ 水

番組名 番組放送曜日 番組放送時間 番組パーソナリティ名 年齢 趣味･特技

ＤＪ　ＮＡＶＥ

性別

２０代 女

梶川美樹 ３０代 女

09/04現在

http://www.fmoita.co.jp/djroom/iwasaki/index.html
http://blog.livedoor.jp/kenmei2003kn/


① 宮崎の朝をリードする生ワイド番組！

② ＤＪ歴23年！人気ＤＪが盛り上げる週末ワイド！

ニュース・スポーツ・エンターテイメント・地域情報を盛り込んだ
朝の「情報エンターテイメント番組」。
堅いニュースはもちろんのこと、わかりやすい切り口で「今日使える情報」
をお届けしています。

★２００５年の番組スタート以来、高レーティングをキープ！！

DJ歴23年！宮崎を代表する人気DJ POCKYが送る週末のリゾート宮崎
を徹底的に盛り上げるエンターテイメントプログラム。

お昼と夕方の2部構成でリスナーとの2WAYコミュニケーションを重視
しています。
DJ POCKYと富永千香との絶妙なトークが宮崎人を飽きさせません！
★宮崎各地での公開生放送も大好評！

④ 生ワイド番組一覧

『JOY FM HYBRID MORNING』

『WEEKEND JAM』

お問合せ先：（株）エフエム宮崎 03-3221-0288

月～木 8：20～10：55

木村つづく

金 13：00～15：55，17：00～18：55

③ 全国でもめずらしい、空港でのライブ！

『JOY FM Airport Night Live』
1993年に始まった宮崎空港ビル内での無料招待ライブイベント。

不定期ながらも過去16回開催し、好評を博しています。

終便が飛び立った後の静けさのなか、アコースティックな演奏を中心

としたライブはロマンチックです。

榎木田 智子

DJ  POCKY
1986年にＦＭ宮崎にて
ＤＪスタート。
現在、南九州を中心に
ラジオ、ＴＶ等で活躍中。

富永 千香

Super Friday DJ PocKy’s Radio Show!!

おかげさまで開局25周年！
25周年のキャッチコピーは、＜Inspi・ear!!（インスパイヤー）＞
「inspire」・・奮い立たせる、鼓舞する、活発にさせる
「ear」・・耳
選りすぐりの音楽や情報で耳から刺激を与え、リスナーを奮い立たせる、
感性をくすぐる。 これからもそんな存在でありたいというＪＯＹＦＭの意思表示です。

09/04現在



① 3人のカフェシスターズがおくる レディース プログラム

④ ワイドでの生告知も大人気！！

月～金 10：00am ～ 12：55am O.A.
月火 ありまゆき 水・木 新坂恵梨 金 有賀真姫

朝のあわただしさからひと段落。仕事中、移動中の

皆さんが「ホット」とするひと時を提供します。幅広い

ジャンルの音楽と、生活に密着した

情報を３人のパーソナリティが生放送でお届けします。

春と冬、桜島と松元でソフトバレー大会を実施。サンプリングは

のべ300チームに行えます。現在は鹿児島市との共催イベントになっています。

③ 根強い人気の参加 スポーツイベント

ソフトバレーボール大会

09/04現在

有賀 真姫

月～金 4：00pm ～ 6：55pm O.A.

月～水 DJ Pocky 木・金 ＮＡＯＴＯ

鹿児島中央駅にあるサテライトスタジオ 「アミュスタジオ」から毎日夕方元気を

発信し続けている番組。ＤＪ ＰockyとＮＡＯＴＯが

スタイリッシュにお送りします。企画枠はオリジナル可能です

出演のお知らせ枠は大人気！！

② サテライトスタジオから地元密着番組

ミューズ

カフェ

アンドゥー

トゥロアー

茨城生まれ・広島育ち

趣味マラソン 野球観戦

体験型ＤＪで鹿児島に

「ＨＡＰＰＹ」をお届け中

新坂 恵梨ありま ゆき

鹿児島出身

趣味読書サイクリング

わかりやすく、丁寧にを

モットーにチャレンジ中

鹿児島出身

趣味日本舞踊 カラオケ

ラジオ大好き！リスナーの

近くにいたいと思ってます。

鹿児島出身

趣味：サッカーフットサル

人生 Ｌｉｖｅ Ｌｉｖｅ ｌｉｖｅ

自由自在に波にのります。

ＮＡＯＴＯＤＪ Pｏｃｋｙ

宮崎出身

趣味：映画鑑賞・筋トレ

あなたの心が元気に

笑顔になれますように

ユーガッタ ステーション

ミューズ ウエーブ

番組名
放送形態 原稿読み スポンサーの生出演 生レポート 電話をつないでの生ＣＭ

放送時間 ６０秒・１８０秒 １８０秒 １８０秒 １８０秒

10:30 12:30 〇 〇 〇 〇

11:45 × 〇 〇 〇

16:30 17:30 
18:10

〇 〇 〇 〇



● リスナーからのリクエストを中心に送るお昼の超人気プログラム

● バイ・リンガルＤＪによる洋楽プログラム

リスナーから届くおもしろお便りと、

２２年間担当する多喜ひろみの人柄が人気の秘密。

今年４月から、金曜日に妹分の菊池のり子が加わりました。

お出かけスタイルのスペシャル放送なども毎年２０回ほど。

毎回ベストセラーとなる「ＨＡＰＰＹ ＩＳＬＡＮＤの本」第八巻、好評発売中 。

happy@fmokinawa.co.jp

シンガーでもあるナンシーは、

元気いっぱい、親しみあふれるお喋りでリクエスト・タイムを担当。

こちらもシンガー、タグチマミ。

センス溢れる選曲「マミ・セレクション」も好評。

落ち着いたやさしい語り、親しみやすい明るさ、両方の魅力を合わせ持つ、

2009年登場の新ＤＪ。

southern@fmokinawa.co.jp

● ＦＭ沖縄の生ワイド番組の一覧

『ハッピーアイランド』

『SOUTHERN STATION』

月～木
多喜ひろみ

お問合せ先：（株）エフエム沖縄 ０３‐３２２１-０２４１ 09/04現在

金
菊池のり子

月・火
タグチマミ

水～金
ナンシー

月～金 １１：３０～１３：５５ 生放送

月～金 １４：００～１５：４５ 放送

局名 番組名 番組放送曜日 番組放送時間 番組パーソナリティ名 年齢(○歳代) 性別 趣味･特技

ＦＭ沖縄 ＦＭモーニング・ビュー 月～水 7：30～9：00 吉田鉄太郎 ３０代 男
スポーツ観戦、野球、演劇（鑑賞、出演）、ﾄﾞﾗｲﾌﾞ

歴史の知識、取材レポート

ＦＭ沖縄 ＦＭモーニング・ビュー 月・火 7：30～9：00 高江洲牧子 ３０代 女
旅行

料理

ＦＭ沖縄 ＦＭモーニング・ビュー 水～金 7：30～9：00 高英子 ３０代 女
読書、食べ歩き、ラジオを聴くこと

方言（鹿児島県徳之島出身）

ＦＭ沖縄 ＦＭモーニング・ビュー 木・金 7：30～9：00 大城勝太 ２０代 男
散歩、ブログの更新

三線、心理カウンセリング

ＦＭ沖縄 Ｈｅｌｌｏ Ｇｏｏｄ Ｄａｙ！ 月・火 9：00～10：30 伊藝梓 ２０代 女
アクセサリー集め

ガーデニング、なぎなた

ＦＭ沖縄 Ｈｅｌｌｏ Ｇｏｏｄ Ｄａｙ！ 水～金 9：00～10：30 安谷屋真理子 ５０代 女
映画鑑賞

映画紹介

ＦＭ沖縄 サザンステーション 月・火 14：00～15：50 タグチマミ ３０代 女
ヨガ

料理

ＦＭ沖縄 Ｆｏｒ ＰＭ 月～金 16：00～17：20 野底美智代 ３０代 女
旅、食べ歩き、映画鑑賞、ｱｳﾄﾄﾞｱﾚｼﾞｬｰ、ﾏﾗｿﾝ

料理、コンテナ菜園

ＦＭ沖縄 REPOSE AFTER HOURS 月～金 18：00～19：55 中村一枝 ３０代 女
家庭菜園、料理

三線（教師の免許取得）

ＦＭ沖縄 REPOSE AFTER HOURS 月～金 18：00～19：55 比嘉周作 ３０代 男
乗馬、映画、旅行、空手、読書

想像力を生かしたトーク

ＦＭ沖縄 Ｒａｄｉｏ ｄｕｂ 月～木 20：00～21：55 まーちゃん ３０代 男
「報道ステーション」を毎日録画して２倍速で見る

引っ越し

ＦＭ沖縄 Ｒａｄｉｏ ｄｕｂ 月～水 20：00～21：55 ナナエ ２０代 女
買い物

二重跳び

ＦＭ沖縄 Ｒａｄｉｏ ｄｕｂ 木 20：00～21：55 西向幸三 ３０代 男
読書、自転車、スポーツ観戦

ガンダム

ＦＭ沖縄 Ｒａｄｉｏ ｄｕｂ 木・金 20：00～21：55 知花悠介 ３０代 男
読書、フットサル

ワキに手を挟んで破裂音を出す



JFNCの人気番組＆パーソナリティーのご紹介！！

やまだひさし

「日本の四季を彩るサウンドトラック」をテーマに
（＝SoundTrack for Japan、SoundTrack for Four Seasons）
日本の午後を気持ちよく彩るための、音楽と言葉を届けてゆきます。

「やまだひさしのラジアンリミテッドDX」
月～木曜日 25:00～26:00 半蔵門より生放送 http://www.jfn.co.jp/dx

パーソナリティー ： やまだひさし ネット局数：（月）～（水）38局／（木）36局

「YAJIKITA on the  ROAD」 ナビゲーター：井門宗之

ネット局数 ： 15局ネット

今までに全国計120ヵ所以上取材。（年間約20ヵ所以上）取材には、時
にローカル局のパーソナリティ自身が取材を敢行！まさに、地元に密着
した旅番組です。

10代をメインターゲットとコミュニケート。環境省のご提供の「Ｒｅ-Style
LIVE」は今年で5回目を数え、東京・札幌の2ヵ所で実施。

「flowers!」 http://www2.jfn.co.jp/flowers/
月～木曜日 13：30～１6：55 半蔵門より生放送
パーソナリティー ： 松本英子（月・火）、真木ひろか（水・木）

ネット局数 ： 大２０局ネット
松本英子 真木ひろか

① 主婦に大人気！

③ 各局との連携バッチリ！地元密着番組。

④ リスナーがガッツリ！タイアップイベント満載番組。

井門宗之

お問合せ先：（株）ジャパンエフエムネットワーク 営業部 03-3221-0244 09/04現在

② 「花」をテーマに、全国をつなぐ企画を展開中！

井門宗之
御影 倫代

森一丁
藤田友明

「 OH! HPPY MORNING 」http://www2.jfn.co.jp/oh/
月～金曜日 ７：３０～１０：５５ 半蔵門より生放送
パーソナリティー ：（月・火・水）井門 宗之 御影 倫代

（木・金）森一丁 藤田友明
ネット局数 ： 大１７局ネット

番組テーマは「女性のための理想のマイホームパパが
発信する生活情報番組」！

（井門）
ギター、カレー作り

（御影）
競馬、アウトドア

（森）
ものまねが特技

（藤田）
バンド

秋田市出身の
シンガーソング
ライター

実家が牧場で、
特技は牛の乳搾り

77年5/14
趣味：ギター

作詞作曲

00年ギャラクシー賞DJ賞受賞
小型船舶2級取得（05年）
趣味：現在ゴルフに夢中！

http://www.jfn.co.jp/yajikita
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