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報道各位  
 

 

【【ＴＴＯＯＫＫＹＹＯＯ  ＦＦＭＭ  22001155 年年 1100 月月改改編編ののおお知知ららせせ】】  
平平日日夜夜帯帯をを““次次世世代代開開拓拓ゾゾーーンン””にに設設定定しし、、新新規規リリススナナーー獲獲得得をを強強化化！！  

  

  

東東京京⇔⇔世世界界ののググロローーババルル・・ココミミュュニニケケーーシショョンン・・ププララッットトフフォォーームム拠拠点点番番組組！！  

新新ワワイイドド番番組組  『『TTOOKKYYOO  FFMM  WWOORRLLDD』』  （（月月曜曜～～水水曜曜 2200::0000--2211::1155））  

““開開校校””1100 周周年年！！『『SSCCHHOOOOLL  OOFF  LLOOCCKK!!』』にに新新たたなな伝伝説説のの始始ままりり！！  

『『SSCCHHOOOOLL  OOFF  LLOOCCKK!!』』  新新レレギギュュララーー講講師師にに、、ゲゲススのの極極みみ乙乙女女。。  

多多彩彩なな顔顔ぶぶれれがが TTOOKKYYOO  FFMM にに仲仲間間入入りり！！注注目目新新番番組組もも続続々々ススタターートト！！  

長長瀬瀬智智也也（（TTOOKKIIOO））、、松松嶋嶋尚尚美美、、厚厚切切りりジジェェイイソソンン  ほほかか  
  

  

 
 

TOKYO FM では、10 月１日(木)より秋の番組改編を行います。当社のステーション理念である「世界の若者

たちとの感動と共感のネットワーク」のさらなる具現化を目指し、今回の番組改編では当社コアターゲット M1F1

層のエントリー層ともいえる「次世代リスナーの創造と開拓」をテーマに掲げ、番組を軸としたターゲットリスナ

ーとの共感のコミュニティ形成を一層強化してまいります。 

まず、平日夜帯を次世代開拓ゾーンとして新たに設定し、その象徴番組として、ますます加速する国際化へ

向け若者リスナーに世界視点の感性をキャッチしてもらう新ワイド番組『TOKYO FM WORLD』をスタートします。

日本⇔世界のグローバル・コミュニケーション・プラットフォーム創造を目指してまいります。 

10 代向け番組『SCHOOL OF LOCK!』は今年 10 月に放送開始から 10 周年を迎え、番組の顔でもあるアーテ

ィスト講師陣も一部変更。10 代から絶大な人気を誇る 4 人組ロックバンド「ゲスの極み乙女。」が加入します。 

その他にも多彩な顔ぶれの新パーソナリティを迎えての新番組が 10 月から続々とスタートいたします。 
 

◆◆『『TTOOKKYYOO  FFMM  WWOORRLLDD』』  （（月月～～水水 2200::0000--2211::1155））  1100 月月 55 日日((月月))ススタターートト  
 

TOKYO FM では、7 月より、世界最大級のオーディオネットワーク「tunein」と

連携した多言語情報配信チャネル「TOKYO FM WORLD」を立ち上げました。こ

の「tunein」を通じて、日本の音楽やカルチャー、観光情報を紹介する多言語コ

ンテンツを配信しており、10 月 5 日からは、地上波 TOKYO FM でも連動番組を

スタートさせます。 

パーソナリティは、月・火曜日がケリー隆介＆アンジー・リー、水曜日がマック

スウェル・パワーズ。21 時台には「でんぱ組.inc」の古川未鈴と藤咲彩音が、日

本が世界に誇るカルチャー・人・モノをご紹介する『でんぱ Ch.♥〜TOKYO DEMPA 

INTERNATIONAL～』もお届けします。 
  

◆◆『『SSCCHHOOOOLL  OOFF  LLOOCCKK!!』』のの新新アアーーテティィスストト講講師師にに、、「「ゲゲススのの極極みみ乙乙女女。。」」がが就就任任！！  
 

2005年10月の番組開始から10周年を迎える10代向け人気番組『SCHOOL OF 

LOCK!』では、「ゲスの極み乙女。」が講師をつとめる『ゲスの極み LOCKS！』が 10

月 7 日（水）よりスタートします！さらに追加 2 組の新メンバーも決定しており、こちら

は 10 月 1 日（木）の番組内で発表します。 
  

◆◆長長瀬瀬智智也也((TTOOKKIIOO))、、松松嶋嶋尚尚美美、、厚厚切切りりジジェェイイソソンンのの新新番番組組ももススタターートト！！  
長長瀬瀬智智也也((TTOOKKIIOO))、、松松嶋嶋尚尚美美、、厚厚切切りりジジェェイイソソンンななどど、、注注目目のの新新番番組組もも続続々々

ススタターートトししまますす。。  
  

なお、今回の改編率は 6％（出演者・企画変更含む）となります。 

次ページ以降、2015 年 10 月改編の主な新番組・新出演者・リニューアル番組

をご紹介します。  
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             新 番 組 
 

『TOKYO FM WORLD』  
（東京ローカル）  

◇放送時間 ： 月-水 20:00-21:15 

◇出演者 ： 月・火／ケリー隆介、アンジー・リー 水／マックスウェル・パワーズ 
 
 

TOKYO FM が「tunein」と連携して、多言語コンテンツを発信している「TOKYO FM WORLD」が、10 月 5 日から

地上波 TOKYO FM でも連動番組をスタートさせます。 

この番組では、世界のメガシティ東京で日々生まれる新しい情報と東京の未来像、訪日外国人とのコミュニ

ティ創造、海外のエンターテインメント最旬情報、世界に発信すべき日本文化の紹介など、ワールドワイドなトピ

ックを若者目線で発信していきます。また「tunein」に配信するコンテンツ開発にも取り組みます。 

パーソナリティは、月・火曜日は英語堪能の「ケリー隆介」と、中国語堪能の「アンジー・リー」が担当。水曜日

は数々の CM・映画ナレーションで活躍中の「マックスウェル・パワーズ」が担当。21 時台には「でんぱ組.inc」の

古川未鈴と藤咲彩音が、日本が世界に誇るカルチャー・人・モノをご紹介する『でんぱ Ch.♥〜TOKYO DEMPA 

INTERNATIONAL～』もお届けします。 
 

■ケリー隆介 

1985 年 6 月 30 日生まれ 血液型 O 型 H177cm  

アイリッシュアメリカと日本のクォーター、東京育ち 

【特技】 サッカー、英語、モノマネ、ブレイクダンス 

【趣味】 ブラジリアン柔術、ワークアウト、音楽(トラック作り、作曲)、コーヒー 

 

■アンジー・リー  

11 月 29 日生まれ 上海出身 B 型 

11 歳まで上海で過ごし、 日本語と中国語のバイリンガル。  

専門学校ではファッションを勉強したのち、日中貿易を５年間経験。 

上海発ガーリー系人気ファッションブランド「Bobon21」 プロデューサー 

 

■マックスウェル・パワーズ  

1983 年 12 月 27 日生まれ。カリフォルニア州オークランド市出身。 

父親がアメリカ人で母が日本人。上智大学で国際政治学を専攻。 

普段の低いトーンに似つかない日米ミックスの超人的なキャラクターボイスで 

数多くのゲームアニメ、映画、ＣＭ等で活躍中。 
 

 

 ◇◇◇ 
 

『MY OLYMPIC α （アルファ）』 
（JFN38局フルネット） 
◇放送時間  ： 月-金 14:55-15:00 

◇出演者    ： 荒川静香 
 

現在、TOKYO FMで平日朝6時55分に放送中の『MY OLYMPIC』では、トリノオリンピ

ック・フィギュアスケートの金メダリストで、現在は解説者として活躍中の荒川静香が、

様々な競技で活躍するアスリートたちを紹介しています。そんな『MY OLYMPIC』がパ

ワーアップし、午後の時間帯にも拡大！『MY OLYMPIC α （アルファ）』として、朝の番

組で紹介しきれなかったアスリートたちの声や荒川静香のコメントをお届けします。 
 

◇◇◇ 
 

『SUZUKI presents NAGASE The Standard』  
（JFN38 局フルネット）  

◇放送時間  ： 月-木 16:50-17:00 

◇出演者    ： 長瀬智也 
 

TOKIO のボーカル・長瀬智也が、毎日 10 分間、あなたのドライビングパートナーに！助手席に座った恋人気

分で、そして、昔から馴染の友達気分で、長瀬智也のトークを楽しめる新番組。クルマ、バイク、ファッション、音

楽、スケートボード…様々なカルチャーに造詣の深い長瀬智也ならではのトークが満載。ときには選曲も？！ 
 

でんぱ組.inc 
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『ENGLISH JUKEBOX』  
（東京ローカル）  
◇放送時間  ： 火曜日 21:15-21:40  

◇出演者    ： 加藤友朗、荒井玲良（SUPER☆GiRLS）  
 

ニューヨーク・コロンビア大学附属病院の医師・加藤友朗の、初

のラジオ番組がスタート。毎週ニューヨーカーが大好きな洋楽ヒット

曲を 1 曲取り上げ、その歌詞の意味を聞き取るためのレッスンをし

ながら、英語のヒアリング能力を高めていきます。 

加藤友朗とともに番組を進行するのは、洋楽好きを公言する荒

井玲良（SUPER☆GiRLS）。今、ニューヨークでヒットしている曲や街

情報もお届けします。 
 

◇◇◇ 
 

 

『陰陽座・黒猫のねこまんまRADIO』  
（東京ローカル） 
◇放送時間  ： 水曜日 25:30-25:55 

◇出演者    ： 陰陽座 
 

唯一無二の世界観と卓越したライヴ・パフォーマンスで存在感を放つ

「陰陽座」。女性ヴォーカルの「黒猫」がその定評ある美声でメインパーソ

ナリティをつとめます。普段のライヴやアルバムからは想像できない意

外な素顔がのぞけるトーク番組です。 
 

 

◇◇◇ 
 

 

『厚切りジェイソンの Thursday Night WHY』 
（東京ローカル） 
◇放送時間  ： 木曜日 21:15-21:40 

◇出演者    ： 厚切りジェイソン                           
 

「Why Japanese People?!」のキレ芸で、今年大ブレイクを果たしたお笑い芸人・厚

切りジェイソンのレギュラー番組がスタート。IT 企業の役員を務めるビジネスマンで

もある厚切りジェイソンが、木曜日の夜にお送りするインターナショナル・エンターテ

インメント・プログラム！大人気のお悩み相談から、使える英会話まで、厚切りジェ

イソンのインテリジェンス・ワールドへようこそ！ 
 

 

◇◇◇ 
 

『モシモワールド  

supported by TOYO TIRES』  
（JFN38局フルネット） 
◇放送時間 ： 土曜日 9:50-9:55 

◇出演者 ： はなわ 
 

「もしもスマートフォンがなかったら」「もしもあの人がいなかったら」 

「もしもあの時あの人に出会っていなかったら」… 

この世の中に無数にある「もしもの世界」へ、はなわがご案内します。 

誰もが知っている商品や発明、企業などに焦点を当てながら、それらが生まれるき  

っかけとなった、意外なエピソードをひもときます。 
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『東洋化成 アナログ・ガラパゴス』  
（東京ローカル） 

◇放送時間  ： 土曜日 18:30-18:55  

◇出演者    ： 瀬戸真矢  
 

今、巷で再びブームとなっている「アナログレコード」。この番組では、新旧のアナログ

レコードの名盤・珍盤をスタジオに持ち込み、その奥深い音の世界を味わい、その魅

力を掘り下げていきます。洋邦問わず音楽大好き・瀬戸真矢が、ＴＯＫＹＯ ＦＭ渋谷ス

ペイン坂スタジオから公開生放送でお届けします。 
 

◇◇◇ 
 

『ジャパネクレディオ  

powered by EMTG MUSIC』  
（東京ローカル）  
◇放送時間  ： 土曜日 25:30-26:00 

◇出演者    ： 小川智宏(ROCKIN‘ON JAPAN 副編集長) 
 

音楽雑誌『ROCKIN‘ON JAPAN』副編集長の小川智宏が、これからの音楽シ

ーンを支える、次世代のアーティストをいち早くご紹介する音楽番組。リスナーと

新しい音楽、そして、アーティストとアーティストを繋いでいきます。 
 

◇◇◇ 
 

『ブルボン presents Shining Star』 
（JFN9 局ネット・放送日時違い） 

◇放送時間  ： 日曜日 6:30-6:55 

◇出演者    ： 森 麻季 
 

健康とは、自分らしく生きること。「健康」「安心」「安全」をキーワードに、 健康、元気につ

いての取り組みを紹介する25分番組。スポーツ選手や、野菜ソムリエ、アロマセラピストな

ど各界より、ゲストを招き、多面的な視点から「健康」「元気」にアプローチしていきます。 

             ◇◇◇ 
 

『セブン-イレブン Boon Boon Sunday』  
（東京ローカル）  

◇放送時間 ： 日曜日 8:30-8:55 

◇出演者 ： 松嶋尚美 
 

日曜朝のお出かけドライブタイムにぴったりのラジオドラマがスタート！仲良し 3 人

家族・佐藤家が週末のドライブに出かける様子を、コミカルなラジオドラマでお届けし

ます。母・華子を演じるのは、今回がラジオドラマ初挑戦となる松嶋尚美。サラリーマ

ンの夫・耕太郎と1人息子・雄大との楽しいおしゃべりと、世代を超えて楽しめるドライ

ブミュージックで、日曜日の朝をハッピーに彩ります！ 

◇◇◇ 
 

『北澤豪 フィールド・オブ・ライフ』  
（東京ローカル）   
◇放送時間  ： 日曜日 25:00-25:30 

◇出演者    ： 北澤 豪 
 

元サッカー日本代表で、現在は解説者として活躍中の北澤豪の新番組。 

日曜日の真夜中、またはじまる1週間を前に、北澤豪が若い世代の悩みを聞き、 

自身の経験に基づいてアドバイスを織り交ぜながら、全力で応援していきます。 
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出演者変更 
 

『ＴＩＭＥＬＩＮＥ』 
（東京ローカル）  

◇放送時間  ：月-木 19:00-19:52 

◇出演者    ：月 佐々木俊尚   

火 <1.3.5 週> 速水健朗 <2･4 週> 古谷経衡 

水 <1.3.5 週> ちきりん  <2･4 週> 飯田泰之 

木 小田嶋隆  

月・火 今井広海（TOKYO FM アナウンサー） 

水・木 古賀涼子（TOKYO FM アナウンサー） 

  

月曜から木曜、夜7時から生放送でお届けしているニュースワイドプログラム。多様な価値観、経験を積んだ

日替わりの「論客」とともに、様々な出来事・ニュースから今日という1日の意味を感じていきます。 

番組の進行役として、新たに、水・木を古賀涼子（TOKYO FMアナウンサー）が担当します。 
 

◇◇◇ 
 

『三井住友VISAカードpresents  

Amitié du weekend』  
（JFN２局ネット）  

◇放送時間  ： 土曜日 11:00-11:30 

◇出演者    ： 英玲奈 
  

パーソナリティの中山エミリが産休に入るため、10月から、妹でタレントの英玲奈が

代演をつとめます。毎週多彩なゲストを迎えて、「こだわりの週末」をキーワードに週末

の楽しみ方を伺います。 
 

 

◇◇◇ 
 

『日曜アートサロン 和錆』  
（東京ローカル）  

◇放送時間  ： 日曜日 6:00-6:30 

◇出演者    ： SAKI、バロン山崎 
  

日曜アートサロン和錆、館長SAKIとともに、新たに番組を進行するのは、

新日本プロレスの”煽り”ナレーションなどで活躍中のバロン山崎。どうぞ

お楽しみに。 

 

時間変更 
 

 

『レコチョク選曲大学』 
（東京ローカル） 

◇放送時間  ： 金曜日 20:00-20:55 ※土曜日 25:30 より移動・時間拡大 

◇出演者    ： 佐橋佳幸、庄司明弘、山﨑里恵 
 

◇◇◇ 
 

『知英の季節』  
（東京ローカル） 

◇放送時間 ： 水曜日 21:15-21:40 ※火曜日 21:00 より移動・時間拡大 

◇出演者   ： 知英 
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『JACK IN THE RADIO』  
（東京ローカル） 

◇放送時間 ： 水曜日 25:00-25:30 ※21:20 より移動・時間拡大 

◇出演者   ： 逹瑯（MUCC） 
 

◇◇◇ 
 

『chay ハートステーション』  
（東京ローカル） 

◇放送時間  ： 日曜日 20:00-20:30  ※火曜日 21:20 より移動・時間拡大 

◇出演者    ： chay     
 

◇◇◇ 
 

『澤本・権八のすぐに終わりますから。』  
（東京ローカル） 

◇放送時間  ： 土曜日 25:00-25:30  ※金曜日 20:00 より時間移動 

◇出演者    ： 澤本嘉光、権八成裕  

◇◇◇ 
 

『未来授業 SUNDAY CLASS』  
（東京ローカル） 

◇放送時間  ： 日曜日 5:30-6:00  ※日 6:30 より移動・時間拡大    
 

◇◇◇ 
 

『color-code LINE』  
（東京ローカル） 

◇放送時間  ： 土曜日 26:00-26:30  ※木曜日 21:20 より移動 

◇出演者    ： color-code    
 

 

  

                                                                              以上 
 

                  


