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―6 月からＴＯＫＹＯ
からＴＯＫＹＯ ＦＭに
ＦＭに、新出演者が
新出演者が続々登場！
登場！―

ＶＡＭＰＳ 『JACK IN THE RADIO』
RADIO』 桜庭ななみ
桜庭ななみ 『GIRLS LOCKS!』
LOCKS!』
木村カエラ
加藤ミリヤ
木村カエラ 『カエラ LOCKS！』
LOCKS！』
加藤ミリヤ 『ミリヤ LOCKS！
LOCKS！』
TOKYO FMでは今月6月より、『
『JACK IN THE RADIO』
VAMPSを、
RADIO』（毎週水曜 21:30、東京ローカル）にVAMPS
VAMPS
『SCHOOL OF LOCK!』
桜庭ななみ
LOCK!』（毎週月～金 22:00、JFN系38局ネット）に、桜庭
桜庭ななみ、木村
ななみ 木村カエラ
木村カエラ、加藤
カエラ 加藤ミリヤ
加藤ミリヤを、
ミリヤ
新出演者に迎え、益々パワーアップした放送をお送りして参ります。

■『JACK IN THE RADIO』
RADIO』に VAMPS が登場！
登場！
人気アーティストを期間限定のパーソナリティに迎え、TOKYO FM の携帯音楽サイト「MUSIC VILLAGE」と
連動した展開を行う番組。今年 4 月からの 2 ヶ月間は、「L'Arc～en～Ciel」のギタリスト・Ken と「ムック」の
ボーカリスト・逹 瑯 のツインパーソナリティで放 送 。6
6 月 3 日 からは「
からは L'Arc～en～Ciel」のボーカル・
HYDE と K.A.Z による人 気 ロック・ユニット「
「 VAMPS 」 の 2 人 が ラジオ初
ラジオ 初 レギュラーとして
レギュラー として 登 場 。 引 き
続 き登 場 の逹 瑯 とともに 3 人 でお送 りする。
◇番組名： 「JACK IN THE RADIO」
◇放送日時： 毎週水曜 21:30～
21:30～21:55 （東京ローカル
東京ローカル放送
ローカル放送）
放送）
◇出演： VAMPS、
VAMPS 逹 瑯 （ムック）
◇内容： TOKYO FM携帯音楽サイト「MUSIC VILLAGE」内の番組ページで収録風景などを公開する他、
携帯メルマガ「JACK IN THE MAIL」登録者には、3人からのメッセージが定期的に配信される。
◇HP： http://www.tfm.co.jp/music/ （携帯）

■『SCHOOL OF LOCK!』
LOCK!』新レギュラーに
レギュラーに、桜庭ななみ
桜庭ななみ、
ななみ、木村カエラ
木村カエラ、
カエラ、加藤ミリヤ
加藤ミリヤ登場
ミリヤ登場！
登場！
“未来のカギ(LOCK)を握るラジオの中の学校！”をコンセプトに、パーソナリティのやましげ校長・やしろ教頭
ほか、人気アーティスト、女性タレントをレギュラー出演者に迎えお送りしている、中・高生を主なターゲットと
した番組。2005 年 10 月にスタートし、番組サイトへの月間総アクセス数は、毎月平均 5,000 万 PV に達する。
6 月からは、週替
週替わり
桜庭ななみ
週替わりコーナー
わりコーナー『
コーナー『GIRLS LOCKS』
LOCKS』の新出演者として、桜庭
桜庭ななみが登場する。注目の若手女優
ななみ
曜日替わりの
わりのコーナー
コーナー『
LOCKS！』には、
を起用し、“ブレイクの登竜門”ともいえるコーナー。また、曜日替
曜日替わりのコーナー『アーティスト LOCKS！』
！』
代から圧倒的な支持を得る 2 人がそれぞれ“講師”として“授業”を展開する。
木村カエラ
木村カエラ、
カエラ、加藤ミリヤ
加藤ミリヤが登場。10
ミリヤ
◇番組名： 「SCHOOL OF LOCK!」
◇放送日時： 毎週月－木曜 22：00～23：55
◇HP：

金 22：00～22：55、23：30～23：55 （JFN 系全国 38 局ネット）

http://www.tfm.co.jp/lock/（PC・携帯共通）

GIRLS LOCKS！： 22:20～
22:20～22:35 頃放送
第１週目担当 ：榮倉奈々
第 2 週目担当 ：桜庭
桜庭ななみ
桜庭ななみ（
ななみ（初回 6/８
6/８～登場！
登場！）
第 3 週目担当 ：新垣結衣
第 4 週目担当 ：北乃きい
第 5 週目担当 ：成海璃子（5 週ある月のみ放送）

フライデー担当：栗山千明

＜参考： GIRLS LOCKS！過去出演者＞
香椎由宇（2005 年 10 月～2006 年 9 月） 堀北真希（2005 年 10 月～2009 年 5 月）
貫地谷しほり（2005 年 10 月～2006 年 3 月） 戸田恵梨香（2007 年 4 月～2009 年 1 月）
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アーティスト LOCKS！： 23:05～
23:05～23:30 頃放送
月曜日担当 ：加藤
加藤ミ
6/15～「“
夜空ノホケンシツ”
LOCKS!」の先生として
先生として出演
加藤ミリヤ （初回 6/15～「
～「“夜空ノホケンシツ
ノホケンシツ” ミリヤ LOCKS!」
として出演！）
出演！）
火曜日担当 ：チャットモンチー
水曜日担当 ：木村
木村カエラ
6/3～「“
魔法実習” カエラ LOCKS!」
LOCKS!」の先生として
先生として出演
木村カエラ （初回 6/3～「
～「“魔法実習”
として出演！）
出演！）
木曜日担当 ：Perfume
＜参考： アーティスト LOCKS！過去出演者＞
RIP SLYME、 BUM P OF CHICKEN、ゆず、RADWIM PS、くるり、ASIAN KUNG-FU GENERATION、
氣 志 團 、YUI、絢 香
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