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PRESS RELEASE 

報道各位報道各位報道各位報道各位                                                                                                                        ２００２００２００２００９９９９年年年年３３３３月月月月２２２２５５５５日日日日    

 

TOKYO FM 2009年 4月新番組は 

「80.Love」（ｴｲﾃｨﾎﾟｲﾝﾄﾗﾌﾞ）を合言葉に、個性的なパーソナリティが集結！ 
 

★ 朝のニュースワイド 『クロノス』 には、熱い志を持ち、独自の視点（ポイント）でニュースを語る 

ジャーナリスト、“中西哲生” が登場！  

★ 40年の歴史を持つ 『JET STREAM』 新機長には、自ら 『JET STREAM』 を 

愛して止まない俳優、“大沢たかお” が就任！ 

★ 金土日は横山剣、大塚愛、中村正人、今井美樹、akko、千野志麻、平子理沙、八田亜矢
子、長谷川理恵、緒形直人、坂東眞理子、八代英輝他多彩な出演者を迎え、音楽とメッセージ

で “エイティ ポイント ラブ” 発信基地に！ 
 

 

TOKYO FM ではコミュニケーション・ロゴマーク及びキャッチフレーズ「80.Love」（エイティ ポイント ラブ）に基

づき、TOKYO FM の視点（ポイント)で“優しさや思いやり”（ラブ）を込めた番組を発信し続けています。世界的な

不況や地球環境の悪化など、不安と混沌の世情の中で、TOKYO FM では引き続き、「80.Love」（エイティ ポイ

ント ラブ）を中核に据えたコミュニケーションを進めていきます。 

 

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)の月-木に新出演者を迎

えます。現在スポーツジャーナリストとして活動し、これまでもテレビでのコメンテーターはもちろん、ラジオでも

パーソナリティを務めた経験を持つ「中西哲生中西哲生中西哲生中西哲生」。新生『クロノス』では、中西哲生が独自の視点においてリスナ

ーと共感できる「ポイント ラブ」のスピリッツを大切にしながら日々更新されるニュースをお伝えしていきます。 

 

また、ウィークデーの深夜0時から放送しているTOKYO FM『JET STREAM』では、新機長にラジオレギュラー

初挑戦となる俳優・「大沢大沢大沢大沢たかおたかおたかおたかお」を迎えます。1967年に『JET STREAM』が誕生したその翌年に生まれ、自身も

JET STREAMを聴きながら旅への憧れをつのらせ、実際に世界中を旅して回った経験を持つ大沢たかお。

TOKYO FMは深夜帯においても幅広いリスナーに愛される空間を提供していきます。 

 

そして、週末には多彩な新番組を投入し、音楽と共感の発信基地としての位置づけを強化します。 

クレイジーケンバンド横山剣横山剣横山剣横山剣が愛して止まない音楽をセレクトしてお届けする『SUNSTAR TONIC presents 爽る

TONIC,SOUL MUSIC』(金 17:00～17:25)、大塚愛大塚愛大塚愛大塚愛が週末の午前に助手席にリスナーやゲストを乗せてドライブ

する番組『COROLLA presents LIFE – LOVE CiRCLE ～うれしいこと全力で。（仮）』（土 10:30～10:55）、ドリームドリームドリームドリーム

ズズズズ・・・・カムカムカムカム・・・・トゥルートゥルートゥルートゥルー中村正人中村正人中村正人中村正人の９年半ぶりのラジオレギュラー番組『電気事業連合会 presents エレクトリカルサ

タデーナイト「中村正人の夜は庭イヂリ」』（土 22:00～22:55）、今井美樹今井美樹今井美樹今井美樹の『DUNLOP presents LOVE 

UNITED』（日 20:00～20:55）、akkoakkoakkoakko の新番組（土 26:00～26:30）がスタート。また土日のブランチタイムには、

女性たちが集う憩いの空間を提供。パーソナリティに千野志麻千野志麻千野志麻千野志麻、平子理沙平子理沙平子理沙平子理沙を迎えてお届けする『丸の内

Precious Life』（土 11:30～11:55）、八田亜矢子八田亜矢子八田亜矢子八田亜矢子の『Canon Photo Weekend～散歩の達人 Radio』（土 12:00～

12:55）、長谷川理恵長谷川理恵長谷川理恵長谷川理恵の『ＳＢＩアクサ生命 presents SUNDAY AIRING』（日 9:30～9:55）も登場。 

さらに、音楽とカルチャーの発信基地として大人が楽しめるプログラムもスタート。俳優・緒形緒形緒形緒形直人直人直人直人が EARTH 

CONSCIOUS メッセージを発信する『TOSHIBA presents GIFT FROM THE WORLD～with NATIONAL 

GEOGRAPHIC MAGAZINE』（土 18:30～18:55） 、自分らしいライフスタイルを提案する『坂東眞理子坂東眞理子坂東眞理子坂東眞理子の SMILE 

EVERYDAY』（月～木 13:50〜14:00）、国際弁護士ならではの幅広い知識で様々な人物の生き方に迫る『八代八代八代八代

英輝英輝英輝英輝のスカイライト サンデー』（日 7:00〜7:25）を放送いたします。 

今回の改編率は 20.1％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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TOKYO FM朝の顔に 

熱い志を持ち、独自の視点（ポイント）でニュースを語る“中西哲生”が登場！ 
        

    

    

『『『『中西哲生中西哲生中西哲生中西哲生ののののクロノスクロノスクロノスクロノス』』』』    
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 ： 中西哲生  

アシスタント ： 柴田幸子（TOKYO FM アナウンサー） 

 

 

朝は今日の始まりです。 

ビジネスで、コミュニケーションで常に人と違う発想＝視点（「ポイントラブ」）を手にし、これから始まる一日の

ポジティブなエネルギーとしたい･･･。そう考えるリスナーの欲求に、新生「クロノス」は答えます。  

この春新しくパーソナリティに迎えるのは、自らの感性を、その高いコミュニケーション能力で発信し続けてい

る中西哲生。 

TOKYO FMでは、中西哲生の瑞々しい感性とホットなエモーションを媒介に、日本、そして東京の朝に、唯一

無二の電波を発信していきます。 

 

【【【【中西哲生中西哲生中西哲生中西哲生    プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール】】】】    
 

 

1969年生まれ。同志社大学経済学部卒業 

元Jリーガー（名古屋グランパスエイト、川崎フロンターレ） 

スポーツジャーナリスト、（財）日本サッカー協会特任理事    

    

Jリーガーとしては、名古屋グランパスエイト・川崎フロンターレで活躍。 

名古屋時代は、現イングランド・プレミアリーグ「アーセナル」の監督であり、 

世界的にも名将として知られる、アーセン・ベンゲル監督のもと、天皇杯制覇。 

英語によるコミュニケーションで他選手とのパイプ役を務めた。 

川崎時代は、当時J２であったチームの主将として、 

精神的中核をなし、J２優勝、J１昇格に貢献した。 

 

２００８年７月に（財）日本サッカー協会特任理事に、男性では史上最年少で 

就任。あらゆるスポーツ選手の中にあって、抜きん出た知性の持ち主である。 
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TOKYO FM 『JET STREAM』 新機長に 
ラジオレギュラー初挑戦となる俳優“大沢たかお”が就任！ 

        
    

    

『『『『JETJETJETJET    STREAMSTREAMSTREAMSTREAM』』』』    
放送時間 ： 月曜日～金曜日 深夜 0:00～0:55  全国ネット 

放送形式 ： 録音 

ナレーション ：大沢たかお  

 

TOKYO FMでは、4月1日(水)より、1967年に放送を開始した『JET STREAM』（平日午前0:00～0:55 JFN系全

国38局ネット）に新機長「大沢たかお」を迎えます。 

1967年にフライトを開始。初代機長・城達也さんが、当時はまだ夢見る世界であった海外旅行の魅力を、情

感たっぷりに伝えはじめて以来、４人のクルーが40年以上に亘り、世界中をフライトしてきました。 

月曜から金曜までの毎晩、あなたにお送りする音楽の定期便──。 

日本におけるＦＭ放送の歴史はそのままJET STREAMの足跡となります。 

当番組は「旅への誘い」を一貫としてテーマに据え、良質な音楽と、世界各都市で織り成される人生模様や

美しい風景を紹介しながら、音声放送の最大の魅力である「想像すること」の愉しさを、日本全国のリスナーと

分かち合い、国民的番組に成長して参りました。 

そして、2009年春。 

JET STREAMは新たな機長を迎えます。番組が誕生した翌年の1968年に生まれ、JET STREAMで旅への憧

れをつのらせ、実際に世界中を旅して回り、そしてJET STREAMを愛して止まない『大沢たかお』。２度の日本ア

カデミー賞受賞に輝く、今、最も旬な俳優です。 

誠実に、そして慈しみ深く大沢たかおの語りかける空間は、あたかも「詩」のようにリスナーを包み込み、遥か

雲海の彼方まで、居ながらにしてイマジネーティブな心の旅に豊かに飛翔させてくれることでしょう。この春、

JET STREAMは新たな旅をスタートいたします。 

 

    
【【【【大沢大沢大沢大沢たかおたかおたかおたかお    プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール】】】】    

1968 年東京・武蔵野市出身。 

 

大学時代からモデルとして活動をはじめ、パリコレでも活躍。   

1994 年、ドラマ「君といた夏」で俳優デビュー。以後、「星の金貨」（ＮＴＶ）、「劇的紀行 

深夜特急」シリーズ（ＥＸ）などドラマで主演多数。その後、活躍の舞台を映画に移す。

映画『解夏』（04）で日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞。同年主演した『世界の

中心で、愛をさけぶ』は記録的な大ヒットとなった。その後も『地下鉄（メトロ）に乗っ

て』（06）で日刊スポーツ映画大賞助演男優賞、日本アカデミー賞優秀助演男優賞を

受賞するなど映画を中心に活躍している。09 年も、『ＧＯＥＭＯＮ』（紀里谷和明監督）、

『ＢＡＬＬＡＤ－名もなき恋のうた－』（山崎貴監督）の公開を控える。映画以外でも舞

台やナレーションも数多くこなし、昨年は、ミュージカル『ファントム』にも初挑戦した。 
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横山剣、大塚愛、中村正人、今井美樹、akko など 
実力派アーティスト番組続々登場！ 

        

 

 

 

「「「「SUNSTAR TONIC presents SUNSTAR TONIC presents SUNSTAR TONIC presents SUNSTAR TONIC presents 爽爽爽爽るるるる TONIC,SOUL MUSICTONIC,SOUL MUSICTONIC,SOUL MUSICTONIC,SOUL MUSIC」」」」    

    放送時間   ：  毎週金曜日 17:00～17:25  

 放送形式   ：  収録 

パーソナリティ：  横山剣 

 

 

 

東洋一のサウンドマシーン横山剣が「ぶっちぎりの爽快感」をテーマに毎週選曲する音楽番

組。ソウルフルな音楽とロマンチックな語り口、時に、男気溢れるぶっちぎりのトーク・・・ 

番組を聴いた後には、必ず「ぶっちぎりの爽快感」が残るような音楽番組です。 

 

 

 

 

 

 「「「「COROLLA COROLLA COROLLA COROLLA presentspresentspresentspresents    LIFE LIFE LIFE LIFE –––– LOVE CiRCLE  LOVE CiRCLE  LOVE CiRCLE  LOVE CiRCLE ～～～～うれしいことうれしいことうれしいことうれしいこと全力全力全力全力でででで。。。。（（（（仮仮仮仮））））」」」」    

放送時間   ：   毎週土曜日 10:30～10:55 

 放送形式   ：   収録 

パーソナリティ：  大塚愛 

 

 

「大塚 愛×全国のリスナー」が車内で繰り広げる一期一会のトークセッション！ 

土曜日の午前中、気ままなドライブを楽しむ大塚 愛のもとに様々な想いをもった

人々が集まってくる。うれしいことや悲しいこと、彼氏やお友達のことなど、たくさんの

話したいことを抱えたリスナーを助手席に乗せて、大塚 愛が２５分のドライブを楽し

みます。 

 

 

 

    「「「「電気事業連合会電気事業連合会電気事業連合会電気事業連合会    presentspresentspresentspresents エレクトリカルサタデーナイトエレクトリカルサタデーナイトエレクトリカルサタデーナイトエレクトリカルサタデーナイト「「「「中村正人中村正人中村正人中村正人のののの夜夜夜夜はははは庭庭庭庭イヂリイヂリイヂリイヂリ」」」」」」」」    

 放送時間   ：   毎週土曜日 22:00～22:55 

 放送形式   ：   収録 

パーソナリティ：   中村正人・LOVE 

 

 

 

DREAMS COME TRUE がデビュー20 周年を迎えた今年、中村正人が９年半ぶりにラジオの

現場に戻ってきます。 

「いろいろな人が集う庭」をコンセプトに、多彩な分野からのアーティストをゲストに招いて、 

音楽の楽しさを伝えていきます。 

ドリカムファンだけではなく、音楽好き、ラジオ好きに広く伝わる、伝える、番組です。 
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    「「「「DUNLOPDUNLOPDUNLOPDUNLOP    presentspresentspresentspresents    LOVELOVELOVELOVE    UNITEDUNITEDUNITEDUNITED」」」」    

 放送時間   ：   毎週日曜日 20:00～20:55 

 放送形式   ：   収録 

パーソナリティ：   今井美樹 

 

 

これまで数多くの LOVE SONG を作り、歌ってきたアーティスト、今井美樹が届ける大人の音

楽プログラム。 

多くの LOVE SONG を世に送り出してきた音楽界の偉人を毎週ひとりピックアップ。 

その偉人の足取りをたどりつつ、人物像に迫りながら、代表曲と共に、彼らの残した「LOVE」

の足跡を探ります。 

 

 

 

 

    「「「「((((新番組新番組新番組新番組))))」」」」    

 放送時間   ：   毎週土曜日 26:00～26:30 

 放送形式   ：   収録 

パーソナリティ：   akko (My Little Lover) 

 

 

 

My Little Lover の akko が４月より TOKYO FM でパーソナリティを務めます！ 

アーティスト akko ならではの視点（＝ポイント）で音楽の楽しさを伝える３０分。 
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土日のブランチタイムは今旬の女性たちが集う憩いの空間に！ 
        

 

「「「「丸丸丸丸のののの内内内内 Precious Life Precious Life Precious Life Precious Life」」」」    

 放送時間   ：   毎週土曜日 11:30～11:55 

 放送形式   ：   収録 

パーソナリティ：   千野志麻・平子理沙 

 

 

今、各ジャンルで輝いている女性たちが、週末のブランチタイムの丸の内

を舞台にトークを繰り広げるバラエティ番組です。 

恋愛、婚活、週末の旅行話、資格をとりたい、留学したい…などなど、丸

の内に集う女性達の趣味・嗜好は、かなり多岐のジャンルに渡ります。今、

旬な話題を、違うジェネレーションの女性たちがそれぞれの視点・価値観

でトークすることで、その違いを楽しみながら、リスナーの感性を刺激して

いきます。 

 

千野志麻       平子理沙 

 

「「「「Canon Canon Canon Canon PPPPhoto Weekendhoto Weekendhoto Weekendhoto Weekend～～～～散歩散歩散歩散歩のののの達人達人達人達人 RadioRadioRadioRadio」」」」    
 放送時間   ：   毎週土曜日 12:00～12:25 

 放送形式   ：   収録 

パーソナリティ：   八田亜矢子 

 

 

週末は、カメラを持ってお散歩しよう！ 

現役女子大生・八田亜矢子が東京近郊をお散歩。 

レンズには今まで知らなかった街の顔が写って……。 

雑誌「散歩の達人」編集長・山口昌彦さんも、イレギュラーで出演、 

散歩の魅力をお伝えします。 

 
 

 

「「「「ＳＢＩＳＢＩＳＢＩＳＢＩアクサアクサアクサアクサ生命生命生命生命    presents SUNDAY AIRINGpresents SUNDAY AIRINGpresents SUNDAY AIRINGpresents SUNDAY AIRING」」」」    
 放送時間   ：   毎週日曜日 9:30～9:55 

 放送形式   ：   収録 

パーソナリティ：   長谷川理恵 

 

 

風の音を聴き、波に触れ、森の空気を吸い、大地を踏みしめる。 

自然に触れ、命を感じる・・・ 

外に出て、自然を体験しながら環境を考える番組です。 

環境について習うことだけがエコじゃない。 

スタジオには収まりきらない自然を感じ、自ら自然を大切にする気持ちになってもらうための

２５分の番組です。 
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音楽とカルチャーの発信基地として大人も楽しめるプログラムがスタート！ 
        

 

「「「「TOSHIBATOSHIBATOSHIBATOSHIBA    presents GIFT FROM THE WORLDpresents GIFT FROM THE WORLDpresents GIFT FROM THE WORLDpresents GIFT FROM THE WORLD～～～～with NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINEwith NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINEwith NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINEwith NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE」」」」    
 放送時間   ：   毎週土曜日 18:30～18:55 

 放送形式   ：   収録 

パーソナリティ：   緒形直人 

 

 

いまでは世界３１の言語で発行され、地球保護、環境保護、人類文明、動物生態研究

のアイコン的な存在として唯一無比のメッセージを世界中の人々に発信しているナシ

ョナルジオグラフィックマガジン。この日本版の全面協力を得て、厳選されたストー

リーや決定的な瞬間を捉えた写真の世界感を伝えます。また、時には自然や地球の知

られざる真実を知るゲストを招き、地球への尽きない興味や愛を語り合います。リス

ナーが笑顔で地球を感じ、理解を深めるとともに、地球を大切にする気持ちに繋がる

知識やメッセージを楽しく提供します。 

 

「「「「坂東眞理子坂東眞理子坂東眞理子坂東眞理子のののの SMILE EVERYDAYSMILE EVERYDAYSMILE EVERYDAYSMILE EVERYDAY」」」」    
 放送時間   ：   月曜日〜木曜日 13:50〜14:00 

 放送形式   ：   収録 

パーソナリティ：   坂東眞理子 

 

 

 

めまぐるしく変化する時代だからこそ、毎日を丁寧に生きる…。 

昭和女子大学学長であり、『女性の品格』、『親の品格』（ともに PHP 新書）の著者で知られる 

坂東眞理子が、日々を過ごす上で“本当に大切なこと”とは何かを、声と音楽で綴ります。 

日本人ならではの感性を重んじつつも、海外の文化にも柔軟に対応してきた坂東眞理子 

が「今、伝えたいこと」を届けます。 

 

 

 

「「「「八代英輝八代英輝八代英輝八代英輝ののののスカイライトスカイライトスカイライトスカイライト    サンデーサンデーサンデーサンデー」」」」    
 放送時間   ：   日曜日 7:00〜7:25 

 放送形式   ：   収録 

パーソナリティ：   八代英輝 

 

  

 

それぞれのジャンルに新しい道を作り出す人々をフィーチャーするトーク番組。 

パーソナリティ八代英輝が、様々な人物の生き方に迫ります。 

さらに、国際弁護士として、またメディアのコメンテーターとして、 

幅広い知識を持つ八代英輝が今、気になる時事問題も取り上げます。 
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『『『『A.O.RA.O.RA.O.RA.O.R』』』』    
放送時間 ： 月曜日～木曜日 19:00～21:30   

放送形式 ： 生放送 

ナレーション ：ユキ・ラインハート 

 

    

通勤帰りの車の中で“お気に入りのコンピレーション CD”を聴く感覚で楽しみ、一日の疲れをクールダウンす

る大人の音楽ファンをメインターゲットにしたミュージックプログラム。 

この番組の選曲は、音楽ジャンルとしてではないアダルト･コンテンポラリー･サウンド、“ＡＡＡ（トリプル･エ

ー）”にこだわります。 

「AAA」とは ADULT、ALTERNATIVE、ALBUM の頭文字をとったもの。 

「音楽的に成熟したリスナーにも訴えかける本物のロック」を選曲軸として、「シングル・アルバムを意識せず、

いい曲はどんどん聴きたい」というリスナーの欲求に答えていきます。 

    
【【【【ユキユキユキユキ・・・・ラインハートラインハートラインハートラインハートプロフィールプロフィールプロフィールプロフィール】】】】    

 

 

 

アメリカ・ハワイ生まれ。ハワイ、ノースカロライナ、ジョージア、ニューヨーク、カンザ

ス、韓国などの米軍基地内、そして日本と様々な文化の中で育つ。 

幼少の頃からモデル兼タレントとして、ティーンズ雑誌や舞台の仕事を行う。90年代

からはテレビの音楽番組のＶＪやＦＭのＤＪをスタート。     
    

 


