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ＴＯＫＹＯ ＦＭ ２００８年４月改編のご案内 
 

★ 朝のニュースワイドの新パーソナリティに『国際弁護士・八代英輝』
が登場！金曜はリサ･ステッグマイヤー 

★ ウィークデーのランチタイムから夕方に、東京に生活する人々のサ
ウンドトラックとなるミュージックプログラムがスタート！ 

★ 「ap bank」がついにラジオ番組に！地球最後の夜を考える！ 
★ 為末 大が、長谷川理恵が、急増するランナーを応援！ 

 

 

TOKYO FM では、2008 年 4 月、ウィークデーの番組を中心に改編を行います。 

 

地球環境問題が節目を迎えた 2008 年、世界的な経済不安、食品業界を中心とする社会問題、政治不安、

格差問題、猟奇犯罪の増加など、旧来の価値観が崩れ、社会が不安定な時代に、最も求められているの

が心の安息であり、純粋なものへの回帰です。 

昨年来のヒット曲も、秋川雅史、コブクロなど、純粋な想いを歌った楽曲が多く、大作映画はファ

ンタジーものが増加、アカデミー賞は単館上映作品が並び、深く考えさせられる作品が評価され、文

学界では「品格」ものの新書や純愛ケータイ小説が大ヒットするなど、その時代心理が表れています。 

4 月改編ではこのような時代性を踏まえ、ラジオの原点である、優しさや思いやりのあるリスナー

との心のコミュニケーションを更に進めていきます。また、選曲方針も、洋邦・新旧の割合のような

形式ではなく、心を動かすメロディーや歌詞を持つ、魂の感じられる楽曲を TOKYO FM の視点でセレ

クトして届けて行きます。  

まず、ウィークデーの始まりとなる朝の新ニュースワイド『クロノス』(月-金 5:00-8:30)に、出演者として、国

際弁護士・八代英輝氏が登場します。裁判官出身の弁護士で、コメンテーターとしても活躍中の彼が、日々

大きく変動する現代の最新ニュースを独自の視点で、分かりやすく紹介していきます。金曜はタレント、執筆、

トライアスリートと多彩な顔を持つ才媛、リサ･ステッグマイヤーが担当します。 

 ランチタイムから夕方にかけては、ひと時の休息から忙しいオンタイムの時間帯に、いま聴いておきたい音

楽をふんだんに揃え、東京に生活する人々のサウンドトラックとなる新ワイドを投入します。 

『ONCE』(月-木 11:30－13:55、金 11:30-12:55)は、たった 1 曲の名曲との出会いが人生を変える、そんな音

楽のパワーを伝えるプログラム。一周年を迎えたランドマーク、東京ミッドタウンから生放送でランチタイムに

音楽との出会いをお届けします。 

『DIARY』(月-木 14:00－16:55)は、東京に生きる若者たちのリアルな生活を応援するプログラム。日記を綴

るように、身近な出来事や、東京郊外の生活の中にある情報を独自取材でリスナーと共にピックアップして

いきながら、東京のサウンドトラックとなる音楽をたっぷりとお届けします。 

そして、週末には多彩な新番組を投入します。 

地球環境サミットが日本で開催される 2008 年に、小林武史氏と櫻井和寿氏らが発起し地球環境のための

融資機関「ap bank」と TFM が提案する、地球環境メッセージの新たなトライアル『ap bank radio THE LAST 

WAVE』(土 22:00-22:55)がスタート。地球最後の日をイメージしながら、様々なコンテンツを通じて、地球環境

への意識を楽しくかつシリアスに共鳴させて行きます。また、北京オリンピックを控え、スポーツ界が活性化

する中、近年急増しているランナー人口に対して、為末大『週末ランニング部』(金 17:00-17:25)、長谷川理恵

『NIKE GOOD JOG！』(土 7:00-7:25)が、ランナーをより楽しくさせる新番組をスタートします。 

 

今回の改編率は ３６．１％となります。 

また、以下に今回の改編の主な番組の紹介をいたします。 
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朝のニュースワイドの新パーソナリティに国際弁護士の「八代英輝」 
金曜日の担当は「リサ・ステッグマイヤー」 

  

 

『八代英輝のクロノス』 
放送時間 ： 月曜日～木曜日 ５：００～８：３０  JFN 系全国３８局ネット（※一部 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 ： 八代英輝（出演 6：00～8：30）  

アシスタント ： 中田美香（出演 5：00～8：30）） 

 

クロノスとは「時の神」の意。この番組では、リスナーの朝の貴重な時間を有意義なものにするために、八代

英輝がその裁判官出身の弁護士という経歴を活かして、最新のニュースを深く分かりやすく、そして時には視

点を変えて紹介していきます。充実した一日をスタートさせるためのヒントになる話題を提供していきます。 

 

【八代英輝 プロフィール】 

＞1964 年 7 月 8 日 東京生まれ  

＞元裁判官・国際弁護士 （日本及び米国ニューヨーク州ダブルライセンス）  

＞日本スポーツ仲裁機構仲裁人  

1988 年慶応義塾大学法学部を卒業後、司法試験に合格。2 年間の最高裁判

所での研修の後、裁判官に任官。札幌地方裁判所刑事部、大阪地方裁判所、大

阪家庭裁判所を歴任。1997 年に裁判官を退官し、東京弁護士会に弁護士登録。

以後、国際取引法、知的財産権法および会社関係法の案件を多く手がける。 

2001 年、米国コロンビア大学ロースクールに留学し修士課程修了後、米国司

法試験（ニューヨーク州）に合格。全米法律家協会、ニューヨーク州弁護士会各知

的財産権部に所属し、ウォール・ストリートで 170 年以上の歴史をもつ Hughes 

Hubbard & Reed 法律事務所に勤務。同事務所日本オフィスの責任者の一人とし

て、日本と米国間を往復。 

2005 年秋より本拠地を東京に移す為同事務所より独立、八代国際法律事務所

開設。ニューヨークでの人脈を活かし、複数の現地法律事務所と業務提携を結び、

主に国際的な知的財産権ビジネスに携わる。 

 

 

『リサ・ステッグマイヤーのクロノス』 
放送時間 ： 金曜日 ５：００～８：３０  JFN 系全国３８局ネット（※一部 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 ： リサ・ステッグマイヤー 

 

金曜日の「クロノス」の担当は、モデル・タレント・トライアスリートなど多彩な顔をもつリサ・ステッグマイヤー。

日本トライアスロン連合国際広報委員の肩書きを持つほどスポーツ好きのリサ・ステッグマイヤーが、週末を健

康的にHAPPYに過ごすヒントになる話題を紹介していきます。 

 
【リサ・ステッグマイヤー(Risa Stegmayer) プロフィール】 

 

＞1971 年 9 月 25 生まれ 

＞アメリカ出身 

＞上智大学比較文化学科日本語日本文化学科卒業 

＞日本トライアスロン連合 国際広報委員 

 

テレビ、ラジオ、CM 出演のほか、得意の語学を活かした MC や執筆など、活動は多岐にわたる。 

趣味は、ピアノ、音楽鑑賞、読書。特技はトライアスロン、スキー、テニス。日本トライアスロン連合

国際広報委員を務めるほどのスポーツ好き。 
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昼と午後のワイド番組は大幅に若返り 
バイリンガルＤＪが音楽を通して東京の若者のリアルに迫る 

 

 

『ONCE』 

放送時間 ： 月曜日～木曜日 １１：３０～１３：５５  JFN 系全国２０局ネット 

（※ １３：００～１３：５５東京ローカル） 

         金曜日 １１：３０～１３：００  JFN 系全国２０局ネット 

放送形式 ： TOKYO FM Midtown Studio から生放送 

パーソナリティ ： トムセン陽子 

 

たった一度の名曲との出会いが人生を変える―。音楽にはそんなパワーが秘められています。この番組で

は、束の間の休息であるランチタイムに心が豊かになる音楽を紹介していきます。 

 

【トムセン陽子 プロフィール】 

 
1979 年 10 月 13 日生まれ。27 歳。 
上智大学文学部ドイツ文学科卒業 

 

大学 3 年間所属していたチアリーディングクラブで培ってきたチアスピリットで、明るさ、タフさ、笑顔

はピカイチ！チア引退と同時にドイツへ留学。自分のもう一つの祖国（ドイツ）に身を置きながら世

界各国の人達と交流する。 

“No Music, No Life”の言葉通り音楽とともに人生を歩んできた、生粋の音楽ファン！週末は、クラ

ブなどでＤＪプレイも積極的に行っている。最近は、ハウス、R＆B、エレクトロなど様々なジャンルと

ロックのクロスオーバーに注目している。 

 

 

 

『DIARY』 
放送時間 ： 月曜日～木曜日 １４：００～１６：５５  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 ： Chigusa 

 

東京で地に足をつけて生きる若者たちのリアルな生活を応援する番組。音楽の持つメッセージを通じて、リ

スナーの心理に働きかけていきます。「東京」をテーマにしたコーナーも充実しています。 

 

【Chigusa プロフィール】 

 
1980年9月13日 ロサンゼルス生まれ 27歳。 

国際基督教大学教養学部卒業 

 

生後間もなくニューヨークへ移住。４歳で帰国し、幼稚園から高校まで東京のインターナショナル・

スクールで学ぶ。日本語／英語のバイリンガル。言葉の表現を大切にすることを心がけている。

大学では、人文学科で美術史を学ぶ。また、大学時代からストリート・ダンスを始めると同時に、

都内、横浜を中心に数多くのクラブ、ホールでのイベント（ライヴ／ダンス）でＭＣを務める。卒業

後、㈱ＢＭＧファンハウス（現ＢＭＧ ＪＡＰＡＮ）洋楽制作本部Ａ＆Ｒマーケティング課の海外渉外

業務、ラジオプロモーションを経て退職。フリーでＭＣ活動をスタート。 
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GAKU-MC、大塚愛、山崎まさよし など、実力派アーティスト番組が続々登場！ 

  

 

『ap bank radio! THE LAST WAVE』 

放送時間 ： 土曜日 ２２：００～２２：５５  JFN 系全国３８局ネット 

放送形式 ： 収録 

パーソナリティ ： GAKU-MC （アシスタント：東野翠れん） 

 

 

小林武史氏と櫻井和寿氏らが発起し地球環境のための融資機関「ap bank」と TFM が提案

する、地球環境メッセージの新たなトライアル。ファンタジードラマ、音楽、最新の環境討論

会などを通して、地球環境への意識を、楽しくかつシリアスに共鳴させていくエコロジープロ

グラムです。 

 

 

 

『太陽石油 presents LIFE – LOVE CiRCLE』 

放送時間 ： 土曜日 １０：３０～１０：５５  JFN 系全国３８局ネット 

放送形式 ： 収録 

パーソナリティ ： 大塚 愛 

 
 

番組コンセプトは、大切な人への想いを曲にたくして贈る「音楽のお手紙」。人と人のキモチ

をダイレクトにつなぐラジオ。そして人のキモチをすくいあげてくれる音楽。そんなふたつの要

素をフル活用し、リスナーの大切な想いを大塚 愛がメッセンジャーとなって配達します。 

 

 

『佐川急便 presents 山崎まさよし 音届～SEND ONE-MUSIC～』 

放送時間 ： 土曜日 １２：３０～１２：５５  JFN 系全国３７局ネット 

放送形式 ： 収録 

パーソナリティ ： 山崎まさよし 

 

 

「届ける（GIFT）」をキーワードに、音楽や感動、メッセージなど様々なものをお届けする番組。

山崎まさよしとゲストの特別セッションというスペシャルプレゼントも予定しています。 

 
 
 

 

「SCHOOL OF LOCK！」に新メンバー 
10 代に圧倒的支持を得ている「Perfume」が登場！「チャットモンチー」が復活！ 

  

 

『 SCHOOL OF LOCK！ 』 
放送時間 ： 月～木曜日 ２２：００～２３：５５、金曜日 ２２：００～２２：５５、２３：３０～２３：５５ JFN３８局ネット 

放送形式 ： 半蔵門のスタジオから生放送（一部収録） 

新登場パーソナリティ ：チャットモンチー（火曜 ２３：０５～２３：３０） Perfume（月～木 ２２：５５～２３：００） 

 

中高生を中心に支持を集める番組「SCHOOL OF LOCK！」に新たなメンバーが登場。火曜日のレギュラー講

師としてチャットモンチーが復活し「チャット LOCKS！」を担当するほか、大人気テクノポップアイドルユニットの

Perfume の３人が毎日登場する「Perfume LOCKS！」（月～木曜２２：５５～２３：００）がスタートします。 
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 週末の TOKYO FM には多彩なパーソナリティたちが続々登場！！ 

  

 

 

『オークネット presents 「週末ランニング部」』 

放 送 日 ：毎週金曜日 １７：００～１７：２５ 

パーソナリティ ：為末大 

 

『吉川ひなの LIFE with PET』 

放 送 日 ：毎週金曜日 １８：００～１８：２５ 

パーソナリティ ：吉川ひなの 

 

『ビックウイン つるの剛士ほっと。MUSIC!』 

放 送 日 ：毎週金曜日 ２６：００～２６：３０ 

パーソナリティ ：つるの剛士 

 

『MOVING SATURDAY』 

放 送 日 ：毎週土曜日 ５：００～７：００ 

パーソナリティ ：井上順雄（アートディレクター） 

 

『NIKE GOOD JOG！』 

放 送 日 ：毎週土曜日 ７：００～７：２５ 

パーソナリティ ：長谷川理恵 

 

『NEXCO 中日本 DRIVE ON THE HEART』 

放 送 日 ：毎週土曜日 ８：００～８：２５ 

パーソナリティ ：片山右京 

 

『Canon presents PHOTO WEEKEND』 

放 送 日 ：毎週土曜日 １２：００～１２：３０ 

パーソナリティ ：国分佐智子 

 

『ON THE WAY ジャーナル 「月刊寺島実郎の世界」』 

放 送 日 ：毎月第４土曜日 ５：００～５：３０ 

パーソナリティ ：寺島実郎 

 
 

以上 
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