PRESS RELEASE
２００７年９月２６日

ＴＯＫＹＯ ＦＭ ２００７年１０月改編のご案内
★ 平日に“時代を考える”報道ベルト番組を編成。話題のニュースの

本質に切り込む！
★ 土曜深夜は文化人ゾーン。各界のトップクリエーターたちが新たな
エンターテインメントとカルチャーを発信！
★ スタジオジブリ鈴木敏夫プロデューサーがパーソナリティに。最新
作『崖の上のポニョ』情報も聴き逃せない！
TOKYO FM では、4 月改編において、夕方～夜にかけてのゾーンを一新し、ニュースや世界のカルチャーを
題材とするエンタテインメントショーを編成、また、アーティストのドキュメント･ストーリーを描く本格派新企画
「MUSIC FLAG」を投入。また新しいランドマーク「Tokyo Midtown」にオープンさせた「TOKYO FM Midtown
Studio」から昼のワイド番組「A’ll that RADIO」を生放送するなど、時代を敏感に反映する改編を行いました。
そして、今回の 10 月改編では、安倍総理の突然の辞任から福田新内閣の発足へ象徴されるとおり、この混
迷の時代に、リスナーが物事の本質を探し、自分なりの視点を持つ契機となるような、“時代を考える”プログラ
ムを新たに投入する改編を行います。
平日には、リスナーの思考を刺激するベルトのコーナー番組『バイブル』(月～木 16:00～16:20)を編成しま
す。いま世の中で起こっている出来事、その日の関心事に、「一番早く」そして「一番深く」アプローチする報道プ
ログラムです。映像に囚われないからこそ自分の事として考えられる。そんなパーソナルメディアとしての特性
を最大限に活かし、ラジオならではの切り口でリスナーにこれからの時代を考える視点を届けるプログラムを目
指します。
また、旬の才能が集結するゾーンとして土曜深夜(24:30～28:00)を改編。 “MIDNIGHT BIG ISSUE” と題して、
宮藤官九郎、松本人志・高須光聖、村上隆ら、すでに番組を持っている面々に加え、スチャダラパーと箭内道
彦を新たに迎え、クリエイティブ界の第一線で活躍する彼らが提示する新たなエンターテインメントやカルチャ
ーにとことん浸る時間を創りました。楽しみながらも驚きや発見のあるプログラムから新しいムーブメントを発信
して参ります。
また、日曜 23:00～23:30 にはスタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーを起用、ジブリ初のラジオ番組が誕
生します。最新作『崖の上のポニョ』の情報もここから最初に発信されていきます。音声であることを活用した想
像力を刺激する番組を目指します。
そして平日のワイド内にイマジネーションを刺激する２つの新企画を投入します。
朝の情報ワイド「SKY」内「3minutes story」（月～金 8:00～8:10）では、朝の通勤時間帯に助手席の彼女が語
りかける毎朝 3 分間のショートエッセイを投入。「Tapestry」内「今日という日の回想」（月～金 3 分コーナー）で
は“○年前のその週、その日の出来事”を、小説家、エッセイスト、コピーライター、脚本家など言葉を操るプロ
たちが書き下ろす散文に音楽と SE を組み合わせ、リスナーのイマジネーションを刺激し、今の自分を輝かせる
ヒントを提供するミニコーナーを投入します。
今回の改編率は ８．５％となります。
以下に今回の秋改編の目玉となる主な番組の紹介をいたします。
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平日の夕方と夜帯に“時代を考える”ベルト番組を２本編成
話題のニュースや地球環境の真の姿に迫る！
『バイブル』
放送時間 ： 月曜日～木曜日 １６：００～１６：２０ 東京ローカル
放送形式 ： ＴＯＫＹＯ ＦＭ アースギャラリーから生放送
パーソナリティ ：坂上みき
この番組では「LOST GENERATION」(=さまよえる世代)をターゲットとしています。彼らはバブル崩壊
後の就職氷河期を経験した25歳～35歳。従来の価値観の崩壊、インターネットの普及を中心とする社会
構造の変化など、思想や社会構造の大変革期を経験した彼らは、指針や目標を失った世代と言われてい
ます。
そんな彼らがいま、宣伝や風評に惑わされない、自分自身の価値観を見つけようとしています。『バ
イブル』はそんな彼らに向けて、一方的な情報や価値観の提示ではなく、聴く人の想像力を刺激しなが
ら世の中の事象を考える。そんなジャーナル・プログラムを目指します。
題材にするテーマは「ON THE STREET」(=街にあるNEWS)。リスナーは日々どのようなNEWSに直面して
いるのか？好奇心旺盛な坂上みきが、
「一番早く」そして「一番深く」、アプローチし、レスポンスして
いきます。独自の取材と視点で時代の風･時代の声を探ります。
見えないからこそ自分の事として考えられる。そんなパーソナルメディア・ラジオの特性を最大限に活かし、リ
スナーに物事の本質を考えることを促すプログラムを目指します。

『TOSHIBA presents GIFT FROM THE WORLD
～ANOTHER NATIONAL GEOGRAPHIC MOMENT』
放送時間 ： 月曜日～金曜日 ２０：５５～２１：００ 東京ローカル
放送形式 ： 収録
パーソナリティ ： 鈴木万由香
世界的に有名な雑誌「National Geographic」の世界を音声で表現する日本初の試みとなる番組です。知られ
ざる自然の姿を通して、数々の貴重な“地球からの贈り物”について思いをめぐらすプログラムを目指します。
具体的な放送内容としては、気候の変化が意味することを読み解く「シベリアから届いた無言のメッセージ」
や、生活に欠かすことのできない資源「水」について考える「ダム建設と自然破壊の矛盾」などを予定していま
す。

土曜深夜は題して“MIDNIGHT BIG ISSUE”ゾーン！
多彩な才能をもったクリエイターたちが新しいエンターテインメントを発信！
ＳＡＴＵＲＤＡＹ
24:30～25:00 NEW! 『SCHA NOVA スチャノヴァ』 スチャダラパー
25:00～25:30 『カンクロード・ヴァンダム』 宮藤官九郎 （日曜 23:00 より移動）
25:30～26:00 NEW! 『風とロック』 箭内道彦
26:00～27:00 『松本人志の放送室』 松本人志・高須光聖
27:00～28:00 『エフエム芸術道場』 村上隆
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『SCHA NOVA スチャノヴァ』
放送時間 ： 土曜日 ２４：３０～２５：００ 東京ローカル
放送形式 ： 収録
パーソナリティ ：スチャダラパー
日本語ラップの第一人者、日本のサブカルチャーの牽引役と言っても過言ではないスチャダラパー。
そんな彼らの初のレギュラーラジオ番組です。
NOVA とは“新しい波”。いま、
“波がきているもの”をスチャダラ感覚で紹介。つまりは“SCHA NOVA”。
毎回ゲストを迎えて、マンガやゲーム、芸能人など、さまざまジャンルの注目のコンテンツについて、
トークを繰り広げていきます。
『風とロック』
放送時間 ： 土曜日 ２５：３０～２６：００
放送形式 ： 収録
パーソナリティ ：箭内道彦

東京ローカル

広告界の革命児・箭内道彦が世に放つ、ラジオ版「風とロック」。
番組のコンセプトは、“GANGSTAR PLANER”。
リスナーを巻き込んで、勝手に企業のＣＭを作ったり、勝手に著名人のオフィシャルＴシャツを作っ
たりと、型破りなメッセージ番組になる恐れ大！
番組そのものが新しい広告メッセージの会議室となります！

スタジオジブリ鈴木敏夫プロデューサーがパーソナリティに！
最新作『崖の上のポニョ』情報も聴き逃せない！
『ラジオジブリ（仮）』
放送時間 ： 日曜日 ２３：００～２３：３０
放送形式 ： 収録
パーソナリティ ： 鈴木敏夫

ＪＦＮ３８局ネット

スタジオジブリ作品のプロデューサーとしてメガヒット作品を生み出し続けている鈴木敏夫プロデ
ューサーが初めてパーソナリティに挑戦。鈴木敏夫プロデューサーのフリートークを中心に、各界の著
名人との対談や、最新作『崖の上のポニョ』の情報などをお伝えしていきます。
なお、番組の正式タイトルは第一回目の放送にて鈴木敏夫氏が自ら決定する予定です。

鈴木敏夫氏プロフィール
1948 年名古屋市生まれ。72 年慶応大学文学部卒業後、徳間書店に入社。
『週刊アサヒ芸能』を経て、78
年アニメーション雑誌『月刊アニメージュ』の創刊に参加。副編集長、編集長を 12 年あまり務めるか
たわら、84 年「風の谷のナウシカ」、86 年「天空の城ラピュタ」
、88 年「火垂るの墓」
「となりのトトロ」、
89 年「魔女の宅急便」など一連の高畑勲・宮崎駿作品の製作に関わる。85 年にはスタジオジブリの設
立に参加、89 年からスタジオジブリの専従に。以後、91 年「おもひでぽろぽろ」、92 年「紅の豚」、94
年「平成狸合戦ぽんぽこ」、95 年「耳をすませば」、97 年「もののけ姫」
、99 年「ホーホケキョ となり
の山田くん」
、01 年「千と千尋の神隠し」、02 年「猫の恩返し」
「ギブリーズ episode2」、04 年「ハウル
の動く城」、06 年「ゲド戦記」のプロデュースを手がける。最新プロデュース作品は、08 年夏公開予定
の宮崎駿監督作品「崖の上のポニョ」。
その他に、実写作品「式日」（00 年・庵野秀明監督作品）
、三鷹の森ジブリ美術館（01 年開館・東京都
三鷹市）のプロデュース、押井守監督の「イノセンス」（04 年・プロダクション I.G 作品）の共同プロ
デュースなども手がける。05 年には著書『映画道楽』（ぴあ発行）を出版。現・株式会社スタジオジブ
リ代表取締役社長。
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個性的な新番組が続々登場！
『SUZUKI 3minutes story』
放 送 日：毎週月曜～金曜 ８：００～８：１０
出
演：坂井真紀
『今井美樹 TOUCH & FEEL』
放 送 日 ：毎週土曜日 １１：３０～１１：５５
パーソナリティ ：今井美樹
『OLYMPUS JAZZ ON』
放 送 日 ：毎週日曜日 ２２：００～２２：５５
パーソナリティ ：グレース・マーヤ
『UCC TRADE WIND』
放 送 日 ：毎週月曜～木曜 ２３：５５～２４：００
パーソナリティ ：阿久津 愛
以上
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