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報道各位  
 

 
 

【【ＴＴＯＯＫＫＹＹＯＯ  ＦＦＭＭ  22001166 年年 44 月月改改編編ののおお知知ららせせ】】  
  
  

ＴＴＯＯＫＫＹＹＯＯ  ＦＦＭＭブブラランンドドをを強強化化しし、、若若者者リリススナナーー・・次次世世代代リリススナナーーをを開開拓拓！！  
  

  

高高橋橋みみななみみがが、、TTOOKKYYOO  FFMM 平平日日午午後後ののパパーーソソナナリリテティィにに就就任任！！  

『『高高橋橋みみななみみのの「「ここれれかからら、、何何すするる？？」」』』  （（月月--木木 1133::0000--1144::5555 生生放放送送））  
  

朝朝ののジジャャーーナナルルワワイイドド『『ククロロノノスス』』ががパパワワーーアアッッププ！！金金曜曜日日にに速速水水健健朗朗がが登登場場！！  

ラライイブブハハウウススかからら音音楽楽ムムーーブブメメンントトをを創創造造すするる『『TTOOKKYYOO  CCAALLLLIINNGG』』始始動動！！    

2200 代代・・3300 代代がが共共感感すするるフフレレッッシシュュなな顔顔ぶぶれれがが続続々々ラライインンナナッッププ！！    

ＤＤＡＡＩＩＧＧＯＯ、、西西内内ままりりやや、、秋秋元元才才加加、、土土岐岐麻麻子子、、小小籔籔千千豊豊、、塚塚地地武武雅雅ほほかか  
  

  

  

  

 
 
 

ＴＯＫＹＯ ＦＭでは、4 月１日(金)より春の番組改編を行います。昨今、ＩＰサイマルラジオの認知度や利

用率の向上によって、スマートフォンやパソコンでラジオを聴く新たな聴取環境が定着し、特に若い世代の

「ラジオ評価」が高まっています。ＴＯＫＹＯ ＦＭでは、コアターゲットであるＭ１Ｆ１層のさらなるマーケット

開拓を目指し、4 月改編の主要テーマに「若者リスナー・次世代リスナー拡大」を掲げ、若者や女性に強い

ＴＯＫＹＯ ＦＭブランドを一層強化する新出演者・新番組を編成致します。 

4 月 8 日にＡＫＢ４８を卒業する「高橋みなみ」が、ラジオのゴールデンタイムである平日午後の生ワイド

番組のパーソナリティに就任するなど、20 代・30 代が共感するパーソナリティを起用。リスナーとともに学

び、悩み、楽しむ「共感コミュニティ形成」の強化、さらに新しい音楽ムーブメントを創造するプロジェクトの

旗艦番組など、若者リスナー・次世代リスナーに感動を提供しうるコンテンツをラインナップさせ、ラジオの

新時代をリードして参ります。 
 

◆◆『『高高橋橋みみななみみのの「「ここれれかからら、、何何すするる？？」」』』（（月月--木木 1133::0000--1144::5555生生放放送送））44月月 44日日((月月))ススタターートト  

高橋みなみのＡＫＢ４８卒業後初の冠レギュラー、そして、自身初となる生ワイド番組がＴＯＫＹＯ ＦＭで

スタートします！番組が目指すのは、はたらく女性のためのチーム「たかみなジャパン」。20 代・30 代のは

たらく女性リスナーの“リアルな想い”や“夢”を受け止めて、高橋みなみ自身が一緒に学び、悩み、歩んで

いくプログラムです。 

巷にあふれる様々なニュースから今日の気になるトピックをシェアする「コレ何？ＴＯＤＡＹ」、様々な業界

のプロを招いてそれぞれの“ベスト３”を教えてもらう「ベスト３先生」、ＡＫＢ４８総監督時代に幾多のお悩

み相談に乗ってきた彼女が、リスナーのお悩みに一緒に向き合っていく「ひとつのアンサー」など、はたらく

女性に寄り添う企画が満載！ＡＫＢ４８グループの総監督として 300 人超のメンバーをまとめあげてきた高

橋みなみが、今度は、はたらく女性のリーダーを目指します！ 
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◆◆朝朝ののジジャャーーナナルルワワイイドド『『ククロロノノスス』』ががパパワワーーアアッッププ！！金金曜曜パパーーソソナナリリテティィにに速速水水
はやみず

健健
けん

朗朗
ろ う

がが登登場場！！  
 

スポーツジャーナリストの中西哲生と高橋万里恵のコンビでお届けしている朝の

ジャーナルワイド番組『クロノス』がパワーアップします。4 月から、毎週金曜日は

『クロノス・フライデー』と題して、１週間のニュースから 20 代・30 代リスナーが気に

なるトピックを深堀り！さらに週末の入り口にふさわしいカルチャー情報もお届けし

ます。金曜日のパーソナリティをつとめるのは、鋭い分析力と、独自の視点を持っ

た解説に定評のある、編集者・ライターの速水健朗。 

メディアにあふれる情報から 20 代・30 代に必要なニュースを「キュレーション」す

るだけでなく、そこから何を読みとり、どう活用するかをナビゲート。 

聴きながら「情報リテラシー」を鍛えていく新ジャーナルワイドを目指します。 
  

  

  

  

  

◆◆ラライイブブハハウウススかからら音音楽楽ムムーーブブメメンントトをを創創造造すするる新新ププロロジジェェククトト『『TTOOKKYYOO  CCAALLLLIINNGG』』始始動動！！    
 

大規模な音楽フェスのブームに続いて、今、新たに注目されているのが、多数のライブハウスを貸し切って、

同時多発的にライブを行う「ライブサーキット」です。 

ＴＯＫＹＯ ＦＭでは、9 月 17 日～19 日、下北沢・新宿・渋谷のライブハウス合計 30 会場で開催される大規模

ライブサーキット「ＴＯＫＹＯ ＣＡＬＬＩＮＧ２０１６」とタッグを組んで、東京のライブハウスから新たな音楽ムーブメ

ントを創造するプロジェクトを始動！そのフラッグシップ番組として同名タイトルの『ＴＯＫＹＯ ＣＡＬＬＩＮＧ』（木曜

日20:30-21:15）を、4 月 7 日(木)よりスタートします。 

番組では「ＴＯＫＹＯ ＣＡＬＬＩＮＧ２０１６」に出演する 300 組以上のミュ

ージシャンから毎週オススメのアーティストをピックアップして魅力を紹

介します。パーソナリティをつとめるのは、現在ＴＯＫＹＯ ＦＭで放送中

の 2 つのロック番組『ＴＯＫＹＯ ＬＯＵＤ』の大抜卓人と、『ＲＡＤＩＯ ＤＲＡ

ＧＯＮ－ＮＥＸＴ－』の菅野結以。東京の新たな音楽ムーブメントがうま

れる瞬間をリスナーとシェアします。 
  
  

◆◆2200 代代・・3300 代代がが共共感感すするるフフレレッッシシュュなな顔顔ぶぶれれがが続続々々ラライインンナナッッププ！！  
  

  

ここののほほかか、、ＤＤＡＡＩＩＧＧＯＯ、、西西内内ままりりやや、、秋秋元元才才加加、、土土岐岐麻麻子子、、小小籔籔千千豊豊、、塚塚地地武武雅雅、、唐唐橋橋ユユミミ、、伊伊藤藤綾綾子子ななどど、、フフレレ

ッッシシュュなな顔顔ぶぶれれ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 12％（出演者・企画変更含む）となります。 

次ページ以降、2016 年 4 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 
 

『高橋みなみの「これから、何する？」』  
（東京ローカル）  

◇放送時間 ： 月-木 13:00-14:55 

◇出演者 ： 高橋みなみ 
 

 

高橋みなみのＡＫＢ４８卒業後初レギュラー、自身初となる生ワイド番

組がＴＯＫＹＯ ＦＭでスタートします。20 代・30 代のはたらく女性リスナー

の“リアルな想い”や“夢”を受け止めて、高橋みなみ自身が一緒に学び、

悩み、歩んでいくプログラム。ＡＫＢ４８チームキャプテン、グループ総監

督の経験を活かして、今度は、はたらく女性のリーダーを目指します！ 
 

 

◇◇◇ 
 

『速水健朗のクロノス・フライデー』 
（JFN38局フルネット ※一部東京ローカル） 
◇放送時間  ： 金曜日 6:00-9:00 

◇出演者    ： 速水健朗 
 

朝のジャーナルワイド番組『クロノス』がパワーアップします。毎週金曜日は『クロ

ノス・フライデー』と題して、１週間のニュースから 20 代・30 代リスナーが気になるト

ピックを深堀り！さらに週末の入り口にふさわしいカルチャー情報もお届けします。 

鋭い分析力と、独自の視点を持った解説に定評のある、編集者・ライターの速水健

朗が、メディアにあふれる情報から 20代・30代に必要なニュースを「キュレーション」

するだけでなく、そこから何を読みとり、どう活用するかをナビゲート。聴きながら

「情報リテラシー」を鍛えていく新ジャーナルワイドを目指します。 
 

◇◇◇ 
 

『TOKYO CALLING』 （東京ローカル）  
◇放送時間  ： 木曜日 20:30-21:15  

◇出演者    ： 大抜卓人、菅野結以  
 

TOKYO FM では、9 月 17 日～19 日、下北沢・新宿・渋谷のライブ

ハウス合計 30 会場で開催される大規模ライブサーキット「TOKYO 

CALLING2016」とタッグを組んで、東京のライブハウスから新たな音

楽ムーブメントを創造するプロジェクトを始動！そのフラッグシップと

なるのがこの番組。パーソナリティは、現在ＴＯＫＹＯ ＦＭで放送中

の 2 つのロック番組『ＴＯＫＹＯ ＬＯＵＤ』の大抜卓人と、『ＲＡＤＩＯ Ｄ

ＲＡＧＯＮ－ＮＥＸＴ－』の菅野結以。東京の新たな音楽ムーブメント

が生まれる瞬間をリスナーとシェア！ 
 

◇◇◇ 
 

『太田胃散 presents DAIGOの

OHAYO-WISH!!』  
（JFN3局ネット ※放送時間違い） 
◇放送時間  ： 日曜日 9:30-9:55 

◇出演者    ： ＤＡＩＧＯ 
 

ミュージシャン・タレント・俳優としてマルチに活躍するＤＡＩＧＯのレギュラー番組がスタ

ート！「健やかな暮らし」をキーワードに、健康や美容の最新情報から、思わず心がほっこ

りするような世界のニュース、さらにＤＡＩＧＯがリスナーからの相談に応えるコーナーなど、

日曜の朝にふさわしい、前向きな気分をお届けするプログラム。ときには、ＤＡＩＧＯに「励

まされたい！」というゲストも登場予定です。 
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◇◇◇ 
 

『西内まりや 「for You...」 supported by 日本がん予防協

会』 
(JFN38 局フルネット） 

◇放送時間  ： 日曜日 11:30-11:55 

◇出演者    ： 西内まりや                           
 

「あなたの大切な人は、どんな人ですか？」。歌手、女優として活躍中の西内まりや

初の FM レギュラー番組が誕生。大切な「ヒト、モノ、コト」をテーマに、西内まりやが 1

人の 22 歳の女性として、等身大のガールズトークをお届けするプログラム。ときにはゲ

ストを招いたり、リスナーからのお悩み相談やリクエストにもお応えします！  
 

 

◇◇◇ 
 

『FUJIFILM presents コヤブカメラ』  
（東京ローカル） 

◇放送時間  ： 金曜日 17:30-17:55  

◇出演者    ： 小籔千豊 
 

番組の舞台は、都内某所にある架空の写真館。主は、おしゃべりが好きなカメラマン・

小籔千豊。最近撮ったお気に入りの写真、奥深いカメラの魅力など、この写真館を訪

れると、思わずカメラを手にお出かけしたくなってしまう情報が満載。カメラマン・小籔千

豊は、ときには写真館を訪れたゲストのお客さまと、シャッターを押さずにはいられない

素敵な風景や、笑顔の瞬間について語り合うことも。 
 

◇◇◇ 
 

『三井ホーム presents キュレーターズ 

～マイスタイル×ユアスタイル～』  
（東京ローカル）  
◇放送時間  ： 日曜日 8:00-8:25 

◇出演者    ： 土岐麻子 
 

ミュージシャン、アーティスト、デザイナー、パティシエ…。異なるフィールドの第一線

で活躍するふたりを招いて、クリエイター同士だからこそ語り合えるトークをお届けす

るプログラム。ふたりの対談のご案内役は、ポップスからジャズまでこなす実力派シン

ガー、土岐麻子。インスピレーションの源や、日々大切にしていることなど、クリエイテ

ィブな感性に触れる上質な時間をお届けします。 
 

◇◇◇ 
 

『秋元才加の Weekly Japan!!』 
（JFN38局フルネット ※放送日時違い） 
◇放送時間  ： 土曜日 11:00-11:25 

◇出演者    ： 秋元才加 
 

日本の国は、どんなビジョンを持って、どんな取り組みをしているのか？若い世代

のために、日本の政治や政府の政策をわかりやすくお伝えするプログラム。国の政策

を読み解き、それを自分の生活にどう活用すれば良いかを学びながら、より良く暮ら

す知恵を身に着けていきます。パーソナリティはＡＫＢ４８卒業後、女優・タレントとして

活躍中の秋元才加。リスナーと同じ目線で、“一億総活躍社会”の中で若い世代が活

躍できる日本の未来を考えていきます。 
 

◇◇◇ 
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『エヴァンジェリストスクール！』  
（東京ローカル）  

◇放送時間 ： 土曜日 24:30-25:00 

◇出演者 ： 西脇資哲 若月佑美（乃木坂４６） 
 

聴く、ビジネススクール、開講！IT の「伝道師＝エヴァンジェリス

ト」西脇資哲(にしわき・もとあき)が、明日から使えるビジネススキル

を伝授するプログラム。最新 IT トレンド、IT 用語の解説から、面接

やプレゼンテーションの極意まで、西脇資哲が自身の経験から得

た“生きた知見”を伝授します。アシスタントは、乃木坂４６の若月佑

美。絵を描くこととデザインが得意で、中学時代からパソコンを使っ

てデザイン画を描き、二科展デザイン部門入選経験も。“デジタル

ネイティブ”世代代表として、リスナーと一緒にビジネススキルを学

んでいきます。 
 

◇◇◇ 
 

『東京プラネタリー☆カフェ』  
（東京ローカル）   
◇放送時間  ： 土曜日 20:30-20:55 

◇出演者    ： 篠原ともえ 
 

金曜日 17:30 から放送していた『Vixen presents 東京まちかど☆天文台』が、土曜

の夜にお引越し！タイトルも新たに、『東京プラネタリー☆カフェ』としてスタートします。

「宇宙」「星空」が大好きな”宙（そら）ガール”篠原ともえが、天文学者、JAXA 職員、

プラネタリウム解説員など「宇宙・星空」の専門家や、星好き宇宙好きアーティストを

スタジオにお招きして、宇宙・星空・月をテーマにした選曲とともに、素敵な「宇宙トー

ク」をお届けします。 
 

◇◇◇ 
 

『YKK AP presents 伊藤綾子の窓辺でブランチ』  
（JFN38局フルネット） 
◇放送時間  ： 日曜日 10:30-10:55 

◇出演者    ： 伊藤綾子 
 

日曜日の朝は、伊藤綾子と一緒に、窓辺でブランチはいかが？キャスターとして活

躍中の伊藤綾子がラジオパーソナリティに初挑戦する新番組がスタートします。 

タイトルは『YKK AP presents 伊藤綾子の窓辺でブランチ』、略して『まどブラ』。 

日曜日のブランチタイム、今をときめく素敵なゲストを迎えて、暮らしや人生を楽しむ

ヒントを伺います。 

 

◇◇◇ 
 

『Superfly Into The Radio!』  
（JFN38局フルネット） 
◇放送時間  ： 日曜日 15:00-15:30 

◇出演者    ： Superfly 
 

Superfly の越智志帆が、日曜日午後のドライブシーンに全国のリスナーと“音楽

愛”でつながる 30 分。Superfly のヒットナンバーはもちろん、彼女のルーツとも言え

る影響を受けたタイムレスな洋楽邦楽の名曲から、最近彼女のアンテナに引っかか

った最新の音楽まで、幅広い選曲でお届けします。さらに全国のリスナーから寄せ

られた“お悩み相談”に、越智志帆がとっておきの選曲でエールを贈るコーナーなど、

パーソナルな越智志帆にも出会えます！ 
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『GINZA JAZZzzzz supported by 銀座三越』  
（東京ローカル）   
◇放送時間  ： 日曜日 20:30-20:55 

◇出演者    ： 秋田慎治 
 

日曜日の夜、ジャズの今がわかる音楽番組『GINZA JAZZzzzz』がスタート！ナビ

ゲーターはジャズピアニストの秋田慎治。イケメンジャズピアニストとして女性にも人

気の秋田慎治が、スタンダードナンバーから、最新の話題作まで、世代を超えて愛さ

れるジャズの魅力をお伝えします。ときには、毎週金曜日に銀座三越テラスルーム

前で行われている JAZZ ライヴ「JAZZ NIGHTS@GINZA MITSUKOSHI」の模様もお届けします。 
 

◇◇◇ 
 

『武部聡志の SESSIONS』  
（JFN13 局ネット ※放送日時違い）   
◇放送時間  ： 水曜日 26:00-27:00 

◇出演者    ： 武部聡志 
 

番組コンセプトは「拡げよう、音楽の輪！」日本を代表する音楽プロデューサー・武

部聡志が、ミュージシャンはもちろん、映画・アート・ファッションなど様々なジャンルの

ゲストを招いて音楽談義を繰り広げるプログラム。時には、武部聡志のピアノと、ゲス

トアーティストによる贅沢な生セッションもお届けします。 
 

◇◇◇ 
 

『ステラ薫子 FORTUNE UP』  
（JFN8 局ネット ※放送日時違い）   
◇放送時間  ： 日曜日 25:30-26:00 

◇出演者    ： ステラ薫子 
 

「よりよい人生へのヒントを…」タロット占いの第一人者・ステラ薫子が日曜の夜にあ

なたに優しくアドバイス。さらに、ステラ薫子が用いる「占星術」「タロット」にまつわる話

を中心に、「月の満ち欠け」「神社のお参りの仕方」など、普段あまり気にしていなかっ

たけれど実は気づいておくべき様々な事柄の意味を知ることで、よりよい生活、よりよ

い人生を送るためのヒントを紹介していきます。 
 

◇◇◇ 
 

『"Garden Gate"』  
（東京ローカル）   
◇放送時間  ： 火曜日 25:30-25:55 

◇出演者    ： YORKE.(from OLDCODEX) 
 

ロック、ラウド、ダンスの要素を強く持ったサウンドに、視覚的アートワークをミックス

した作品を打ち出す「OLDCODEX」（オルドコデックス）。そのペインターであり、数多

くのミュージシャン、アーティストとアートワーク、ライブペイントでコラボした事でも知

られる”YORKE.”が、自身初のFMパーソナリティをつとめます。時事ネタからエンタテ

イメントまで、毎週、YORKE.のアンテナがとらえたテーマを掘り下げて、深夜ならで

はのディープなトークを展開！ロック、ジャズ、クラシック、邦楽洋楽など、多彩な音

楽遍歴をもつYORKE.ならではの選曲もたっぷりとお届けします。 
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出演者変更 
 

『Honda Smile Mission』 
（JFN36局ネット）  

◇放送時間  ：月-金 8:10-8:17 

◇出演者    ：塚地武雅（ドランクドラゴン） 

 

月曜から金曜、朝8時10分から放送中の『Honda Smile Mission』。「日本全国で頑張

っている人の笑顔を探せ！」をミッションとする私立探偵事務所・フラワーカンパニーを

舞台に、チーフのSHEILAの指示のもと、スペシャルエージェントのルーシーが、今日も

全国を走っています。4月からは、SHEILAを支えるエグゼクティブエージェントに塚地武

雅が就任！SHEILAに代わってルーシーにリサーチの指示を出すことも？   
                             

◇◇◇ 
 

『NOEVIR Color of Life』 
（東京ローカル）  

◇放送時間  ： 土曜日 9:00-9:30 

◇出演者    ： 唐橋ユミ 
  

心も体も充実した毎日を送るために、各界で活躍している女性ゲストが自らの経験と

言葉で、すべての女性リスナーたちにメッセージを贈るプログラム。4 月から、新パーソ

ナリティとして、フリーキャスターの唐橋ユミを迎えます。趣味は料理、ゴルフ、相撲観

戦。着付講師や利き酒師の資格も持ち、“きたかた応援大使”もつとめる唐橋ユミが、

ゲストから人生を楽しむヒントを引き出します。 
 

◇◇◇ 
 

『よんぱち』  
（東京ローカル）  

◇放送時間  ： 金曜日 13:00-16:30 

◇出演者    ： 鈴木おさむ、岡部茉佑 
  

人気放送作家・鈴木おさむがパーソナリティをつとめる金曜午後の生ワイド番組

『よんぱち』。アシスタントとして新たに岡部茉佑を迎えます。放送開始12年目を迎え

る人気生ワイド番組に、現役女子大生ならではのフレッシュな風を吹き込みます。 

 
 

時間変更 
 

 

 

『KOSÉ MUSIC ON THE EDGE』 
（JFN38局フルネット） 
◇放送時間  ： 日曜日 11:00-11:30 ※土曜日 22:00 より移動 

◇出演者    ： 森高千里 
 

◇◇◇ 
 

『SEIKO presents 松下奈緒 Sound Story』  
（JFN４局ネット ※放送日時違い） 

◇放送時間 ： 金曜日 17:00-17:25 ※日曜日 20:30 より移動 

◇出演者   ： 松下奈緒 

 
 

                                                                              以上 
 

                  


