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報道各位  

 
15 周年記念ベストアルバムもリリース！ 

倉木麻衣が TOKYO FM をジャック！ 

パーソナリティにも挑戦！ 
11月12日（水）『ディアフレンズ』（11:30～）～ 

『Skyrocket Company』（17:00～）全５ワイド番組に続々登場！ 
 
 

 

 

 11 月 12 日(水)、15 周年 YEAR アニバーサリーベストアルバム『Mai Kuraki 

BEST 151A -LOVE & HOPE-』も発売予定の倉木麻衣が、TOKYO FMをジャッ

ク！ワイド番組『ディアフレンズ』（11:30～）から『Skyrocket Company』（17:00

～）まで全 5 ワイド番組に登場します！『アポロン』（13:00～）では、齊藤美絵

に代わり、パーソナリティにも挑戦。あらゆる「秘密」をキーワードにお届けす

る同番組では、倉木麻衣が好きな“あの人”にまつわる意外な秘密も披露し

ます。また、TOKYO FM 渋谷スペイン坂スタジオから放送中の『Skycorket 

Company』（17:00～）には生出演を予定。 

さらに、当日は 12 月 6 日（土）に日本武道館で行われる倉木麻衣 15 周年

の集大成、単独300回記念ライブとなるスペシャルライブの「TOKYO FM特別

先行予約」も実施します。どうぞご期待ください。 

 

★11月 12 日（水）倉木麻衣が登場予定の番組内容（予定） 

 

『ディアフレンズ』（月～金 11:00～11:30放送 TOKYO FMをはじめとする JFN全国 38局ネット） 

◇パーソナリティ：坂本美雨 

…自身の１５年前のデビューアルバムと同じ構図のジャケットが話題。その髪型や衣装にまつわる秘話が？！ 

 

『LOVE CONNECTION』（月～金 11:30～13:00放送） 

◇パーソナリティ：LOVE 

・・・コメント出演を予定。ミュージックバリスタとして、ランチタイムに聴いて心地いい楽曲を３曲セレクト。 

 

『アポロン』（月～木 13:00～14:55放送） 

◇パーソナリティ：倉木麻衣 ※パーソナリティ・齊藤美絵の代演として出演 

…パーソナリティとして 115分まるまる登場します！15周年を振り返り、ベストアルバムもたっぷり解説！ 

さらに倉木麻衣が大好きな“あの人”にまつわる秘密も明らかに…？！     

 

『シンクロのシティ』（月～木 15:00～16:50放送） 

◇パーソナリティ：堀内貴之、MIO 

…コメント出演を予定。 

 

『Skyrocket Company』（月～木 17:00～19:00放送） 

◇パーソナリティ：マンボウやしろ 浜崎美保 

…渋谷スペイン坂スタジオにゲスト生出演を予定。 
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倉木麻衣 BEST ALBUM 『Mai Kuraki BEST 151A -LOVE & HOPE-』作品情報 
 

◆初回盤 A:2CD＋DVD ・品番：VNCM-9024～9025 ・価格：￥4,200（税込み） 

特典:DVD「LOVE -visual collection-」 

◆初回盤 B:2CD＋DVD ・品番 ： VNCM-9026～9027 ・価格 ： ￥4,200（税込み） 

特典:DVD「HOPE -visual collection-」 

◆通常盤 ： 2CD   ・品番 ： VNCM-9028～9029 ・価格 ： ￥3,200（税込み） 

 

【収録曲】 
＜LOVE＞ 

「Stay by my side」・2nd SG/2000.3.15 

「Secret of my heart」 「名探偵コナン」エンディングテーマ・3rd SG/2000.4.26  

「冷たい海」・7th SG/2001.2.7   

「Time after time ～花舞う街で～」  映画「名探偵コナン 迷宮の十字路」主題歌・15th SG/2003.3.5   

「明日へ架ける橋」 NHK総合 23時連続ドラマ主題歌・18th SG/2004.5.19  

「会いたくて...」 映画「大阪ハムレット」主題歌・6th AL/2006.8.2  

「白い雪 」 「名探偵コナン」エンディングテーマ・25th SG/2006.12.20  

「Tomorrow is the last Time」 「名探偵コナン」エンディングテーマ・9th AL/2010.11.17   

「もう一度」 「霧に棲む悪魔」主題歌・36th SG/2011.5.25   

「あなたがいるから」Digital SG/2011.8.31  

「Your Best Friend」 「名探偵コナン」エンディングテーマ・37th SG/2011.10.19  

「恋に恋して」 「名探偵コナン」エンディング テーマ・38th SG/2012.8.15  

「儚さ」 映画「画皮」・Symphonic Collection DVD/2012.12.19  

「さくら さくら... 」39th SG C/W/2013.2.6  

「STAND BY YOU」 「倉木麻衣 カンボジアの詩 ～それが夢のはじまりになる～」 

 

＜HOPE＞ 

「Love, Day After Tomorrow」 ・1st SG/1999.12.8   

「Delicious Way」・1st AL/2000.6.28   

「Reach for the sky」 NHK朝の連続テレビ小説「オードリー」主題歌・6th SG/2000.11.8  

「Stand Up」 爽健美茶 TVCMタイアップソング・8th SG/2001.4.18  

「always」 映画『名探偵コナン 天国へのカウントダウン』主題歌・9th SG/2001.6.6 

「Feel fine!」 SEA BREEZE CM ソング・12th SG/2002.4.24   

「Revive」 「名探偵コナン」オープニングテーマ・31st SG/2009.4.1   

「わたしの、しらない、わたし。」 KOSE「エスプリークプレシャス」CMソング・2nd BEST AL/2009.9.9 

「Strong Heart」 「HUNTER ～その女たち、賞金稼ぎ～」主題歌・1st DVD SG/2011.11.23  

「Special morning day to you」 「ICEFIELD」TVCMタイアップソング・38th SG/2012.8.15   

「TRY AGAIN」 「名探偵コナン」オープニング テーマ・39th SG/2013.2.6   

「Wake me up」 映画「魔女の宅急便」主題歌・2nd DVD SG/2014.2.26  

「You can」  2014 ユーキャン 「美しい二人」篇 CMソング・未発売曲 

「無敵なハート」 「名探偵コナン」エンディングテーマ・40th SG/2014.8.27  

「DYNAMITE」・未発売曲  

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ 

【ライブ情報】 

15th Anniversary Mai Kuraki Live Project 2014 BEST “一期一会” ～Premium～ 

★倉木麻衣 15周年の集大成、そして単独 300回記念ライブとなるスペシャルライブが遂に決定!!! 

日時：12月 6日(土) 

場所：東京 日本武道館【開場 15:00／開演 16:00】 H.I.P.  / TEL:03-3475-9999 

●チケット料金： 全席指定 8,000円（税込） 

※6歳以上有料。5歳以下入場不可。 ※チケットは入場引換券となります。座席は入場時にご案内致します。 

※座席のお問い合わせには一切お答えできません。 

●一般発売：11月 15日（土） 

 

★倉木麻衣オフィシャル HP：http://www.mai-kuraki.com/  

★倉木麻衣 スペシャルサイト：http://www.mai-kuraki.com/sp/15th/pc/index.html 


