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報道各位  
 

 

ＴＴＯＯＫＫＹＹＯＯ  ＦＦＭＭ  ２２００１１４４年年４４月月改改編編ののおお知知ららせせ  
  

＝＝＝＝22001144 年年 44 月月改改編編キキャャッッチチフフレレーーズズはは、、““HHEEAARRTT  MMOOVVIINNGG  SSTTAATTIIOONN””！！＝＝＝＝  
  

  

ＭＭaayyＪＪ..、、小小宮宮山山雄雄飛飛&&田田中中美美保保、、太太田田エエイイミミーーがが新新パパーーソソナナリリテティィにに  

～～週週末末のの人人気気全全国国ネネッットト番番組組がが、、ここのの春春、、華華ややかかににリリニニュューーアアルル！！  
  

ララジジオオのの中中のの会会社社『『SSkkyyrroocckkeett  CCoommppaannyy』』がが時時間間拡拡大大＆＆週週末末版版もも！！  
  

中中川川翔翔子子、、高高城城亜亜紀紀（（AAKKBB4488））、、宮宮城城舞舞、、GGRRAANNRROODDEEOO、、小小林林克克也也  

～～多多彩彩なな顔顔ぶぶれれのの新新レレギギュュララーー番番組組もも続続々々ラライインンナナッッププ！！～～  
  

  

 
 

TOKYO FM では、4 月１日より春の番組改編を行います。改編キャッチフレーズに、“HEART MOVING 

STATION”を掲げ、当社企業理念である「世界の若者たちとの感動と共感のネットワークをつくる」ことの

さらなる具現化と、コアターゲットの 20 代 30 代リスナーとの心と心の交流を一層強化するべく、同世代の

感性をもった多彩でフレッシュなパーソナリティを起用しての新番組・番組リニューアルを実施致します。 
 

《TOKYO FM を代表する週末番組が、この春、華やかにリニューアル！》 
◇『KEWPIE HEART OF SUNDAY』（日曜 11:00-11:55） 4 月 6 日(日)スタート 

今年 25周年を迎える人気洋楽番組『KEWPIE HEART OF SUNDAY』の新ナビゲーターは

圧倒的な歌唱力で注目の May J.。多彩な言語を操るマルチリンガルでもある彼女が、世界

中からセレクトした上質の音楽とともに、日曜のブランチタイムを彩ります。 
 

◇『コスモ ポップス ベスト 10』（土曜 15:00-15:30） 4 月 5 日(土)スタート 
今年 40 周年を迎える『コスモ ポップス ベスト 10』は、モデルの太田エイミーを新パーソナ

リティに迎えます。スイス人と日本人を両親にもち、語学も堪能、ロックやフェスが大好きな

彼女が、瑞々しい感性で最新洋楽チャートをナビゲートします。 
 

◇『McDonald’s HAPPINESS×happiness』（土曜 14:00-14:55） 4 月 5 日(土)スタート 

渋谷スペイン坂スタジオからの公開生放送。ファミリー層向けの新番組

『McDonald’s HAPPINESS×happiness』がスタート。パーソナリティは小宮山雄

飛＆田中美保のコンビ。家族で楽しめるドライブミュージックやクイズコーナー

など番組オリジナル企画で、週末ドライブシーンを盛り上げます。 

 

《好調！ラジオの中の会社『Skyrocket Company』が時間拡大＆週末版も！》 
“ラジオの中の会社”として昨年 4月にスタートし、番組アプリが 1万ダウンロード

を達成するなど人気上昇中の夕方ワイド番組『Skyrocket Company』が 4月 1日より

15分拡大。月曜～木曜の 17:00-19:00の放送となります。さらに週末版のスピンオフ

番組『Skyrocket Company週末会議 supported by いつもNAVI』（金曜 16:30-16:55）

がスタート。さらなる社員リスナー拡大を図ります。 
 

《多彩な顔ぶれの新レギュラー番組も続々ラインナップ！》 
さらに、中川翔子＆山田五郎、AKB48/フレンチ･キスの高城亜紀、雑誌「ViVi」のカリスマモデル・宮城舞、

アニソン界の人気デュオ・GRANRODEO、日本を代表する DJ・小林克也ほか、多彩な顔ぶれの TOKYO 

FMレギュラー番組も続々とスタート致します。 
 

今回の改編率は 8.3％（出演者・企画変更含む）となります。 次頁で今回の改編の主な番組をご紹介します。 
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             新 番 組 
『A･O･R』 
◇放送時間 ： 月-水曜日 20:00-20:55   

◇出演者  ： ユキ・ラインハート 
 

夜 8時のリラックスタイムに、オトナのための上質な音楽番組がスタートします！ 

Ａ・Ｏ・Ｒは、ロック、ジャズ＆ボーカル、ニューミュージック＆歌謡曲まで、ジャン 

ル別に音楽を掘り下げていくプログラム。名曲にまつわるサイドストーリーもご 

紹介しながら、素晴らしい音楽のマスターピースたちを毎日リコメンドしていきます。 
 

 ◇◇◇ 
 

『Voice of TOKYO FM』（東京ローカル） 
◇放送時間 ： 月曜日 21:00-21:20   

◇出演者  ： ハナコ、ウララ、デミ(シンクロのシティ」VOICE収集隊) 
 

月曜から木曜の午後 3時から放送中の｢シンクロのシティ｣では、毎日、東京で

暮らすさまざまな人の声をご紹介しています。その声を集めているのが“VOICE

収集隊”と呼ばれる 3人の女の子、ハナコ、ウララ、デミ。新番組「VOICE OF 

TOKYO FM」では、そんな VOICE収集隊が「TOKYO FMパーソナリティ」の声を

収集します。日々、番組でリスナーと向かい合うパーソナリティに、失礼ギリギリ

の質問で突撃、彼らのホンネを引き出してきます。 
 

◇◇◇ 
 

『GRANRODEOのもっともハートに火をつけて』（東京ローカル） 
◇放送時間 ： 火曜日 21:00-21:20   

◇出演者 ： GRANRODEO 
 

人気ロックユニットのボーカル・KISHOW と、ギターの e-ZUKAが、 

ＦＭラジオの試みの地平線を目指す濃厚 20分！熱い音楽談義から、 

リスナーからのむちゃぶり挑戦、さらにはライブや新曲といった彼らの最

新情報まで、幅広くお届けするファン待望のプログラムです。 
 

 
 

                      ◇◇◇ 
 

『宮城舞のSay Love』（東京ローカル） 
◇放送時間  ： 水曜日 21:00-21:20  

◇出演者    ： 宮城舞 
 

人気ファッション誌「ViVi」の専属モデル、“まいぷぅ”こと宮城舞が、ラジオパーソナ

リティに初挑戦！キーワードは【Real Fashion】＆【Real Love】。第一線で活躍するモデ

ルだからこそ発信できる、最新ファッション情報をお届け！人気ブランドとのコラボレ

ーションで、番組オリジナル商品のプロデュースにもチャレンジします。 
 

                      ◇◇◇ 
 

『山田五郎と中川翔子の「リミックスＺ」』 
◇放送時間  ： 月曜日 25：30-25:55 

◇出演者    ： 山田五郎、中川翔子 
 

毎回、ある１つの〝テーマとなる話題〟を発表し、そのテーマを極めて

いるゲストが登場！山田五郎と中川翔子が、ゲストとともに、真剣に真面

目に、万物の謎や不思議を、ディープに掘り下げていきます。バカバカしい

テーマも、壮大なエンターテインメントに昇華させてしまうプログラムです。 
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◇◇◇ 
 

 

『DJ和の J-ポッパー伝説』（東京ローカル）  
◇放送時間  ： 水曜日 25:30-25:55  

◇出演者    ： DJ和 
 

今までにリリースした MIX CDの累計が 75万枚を突破！すべての人の心と体を揺らす！J-POP DJのカリス

マ、DJ和の初のレギュラープログラム！抜群のスキルで斬新な J-POP MIXを毎週この番組で披露！これを聴

けば、あなたはもう・・・眠れ Night!! 
 

 

◇◇◇ 
 

 

『Skyrocket Company 週末会議 supported bｙ いつもＮＡＶＩ』 
（東京ローカル）  
◇放送時間  ： 金曜日 16：30-16：55  

◇出演者    ： マンボウやしろ、浜崎美保 
 

番組スタートから１年。公式社員アプリが 10,000ダウンロードを突破した 

『Skyrocket Company』が、金曜日にも進出！『Skyrocket Company週末会議』

と題して、10,000 人を超えるリスナー社員をモニターに、世の 20 代の若者たち

が、今何を考え、何を求めているのか、番組独自のユニークな視点で、徹底的

にリサーチしていきます。 
 

 

 

◇◇◇ 
 

 

 

『イモトの WiFi presents高城亜樹のフライデートリップ』 
（東京ローカル）  
◇放送時間 ： 金曜日 21：00-21：25 

◇出演者 ： 高城亜樹 
 

AKB48、そして、フレンチ・キスの“あきちゃ”こと高城亜樹の初冠番組がスタート！ 

旅をテーマに、週末、ふらっと出かけたくなるような話題をたっぷりとお届けします。 

毎週ひとつの都市や地域をピックアップして、最新情報やリスナーからのメッセージを

紹介。金曜日の夜は、あきちゃと「フライデートリップ」しませんか!? 
 

 

 

 

 ◇◇◇ 
 

 

 

『THE BEATLES FOREVER』（JFN38局フルネット ※時間違い）  

◇放送時間  ： 土曜日 9:30-9:50  

◇出演者    ： 中村道生 

 

 全米上陸 50 周年を迎えたビートルズ。老若男女に愛される永遠のスタンダード・ナンバーから、ファン必聴の

隠れた名曲まで、毎回さまざまな切り口で、その魅力をお届けするプログラム。土曜の朝のひと時、ビートル

ズ・フリークから彼らに初めて触れる若い世代までが幅広く楽しめる、心地よい音楽番組をお送りします。 

 

 

◇◇◇ 
 

 

 

 

 



 

 

PRESS RELEASE 

                                 2014年 3月 26日 

4/7 

 

◇◇◇ 
 

『McDonald’s HAPPINESS×happiness』（JFN37 局ネット）  
◇放送時間  ： 土曜日 14:00-14:55  

◇出演者  ： 小宮山雄飛、田中美保                         

 

TOKYO FM渋谷スペイン坂スタジオから、人気ゲストを迎えて 

公開生放送！仕事に、子育てに頑張るパパママ世代に音楽で 

エールを贈るプログラムです。ミュージシャンから俳優、お笑い 

芸人まで、幅広いゲストを迎え、最新の活動にフォーカスする 

ほか、家族との思い出や休日にあったドライブミュージック選曲を 

オンエア。家族の本音をシェアするメッセージテーマや、マックカ 

ードが当たるリスナー参加のクイズコーナー、リクエストなど、 

土曜午後の幸せなひと時を賑やかに演出します。 

 ◇◇◇ 
 

『nano.ＲＩＰＥ 月のリズム』（東京ローカル）  
◇放送時間  ： 土曜日 26：00-26：30 

◇出演者    ： nano.RIPE 
 

nano.RIPEのボーカル＆ギター・きみコが、しっとりとお届け。 

週末の夜ふかしに、アコースティックギターにのせたトークがじんわり

しみる……癒しあり、笑いありの、のんびり 30分。 

ときには、メンバーがそろっての真夜中のスタジオライブも予定してい

ます。お楽しみに♪ 
 

◇◇◇ 
 

『deeper deeper』（東京ローカル）  
◇放送時間 ： 土曜日 27：00-27：30 

◇出演者 ： 月替わりアーティスト (4月：CREAM) 
 

土曜の深夜 3時という、深～い時間にお届けする新番組は、その名も『deeper deeper』。 

月替わりでアーティストが登場し、企画から内容まで、アーティスト自身がイチから作り上げる、ありそうでなか

ったプログラム。シーンで人気が出始めた新進アーティストをいち早くピックアップします。 
 

 ◇◇◇ 
 

『ロック座の怪人』（東京ローカル）  
◇放送時間  ： 日曜日 20:00-20:30  

◇出演者    ： 小林克也 
 

日曜の夜 8時からは、日本を代表する DJ、小林克也の新番組『ロック座の怪人』がスタート！洋・邦、ジャン

ルを問わず、音楽の怪人たちが放つ名曲の数々を、歌詞の意味や、ミュージシャンの意外なエピソードなど、ユ

ニークな切り口でナビゲートしていく、唯一無二のプログラムです。 
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出演者変更 
 

『Honda Smile Mission』（『クロノス』内 JFN36 局ネット）  
◇放送時間  ： 月－金曜日 8：10-8：18 

◇出演者    ： SHEILA / 杉浦太陽 ＜隔週出演＞ 
 

私立探偵事務所・フラワーカンパニー、4 月からスタートする日本 6 周目のミッショ

ンは「出会いが明日をつくる」。スペシャルエージェントのルーシーが、愛車・プチェコ

に乗って全国を走りレポートします。ボスの指令を受けてルーシーに指示を出し、リ

サーチの報告を受けるのは SHEILA チーフ。そして 4 月からは、隔週交代で杉浦太

陽チーフが新登場します。全国のリスナーからも情報を募集中。 
 

                                                                     

◇◇◇ 
 

『SCHOOL OF LOCK!』（JFN38局フルネット） 
◇放送時間 ： 月－木曜日 22：00－23：55 

◇新出演者  ： ASIAN KUNG-FU GENERATION ＜4月限定＞ 

(火曜日 23：05～「アジカン LOCKS！」担当) 

『SCHOOL OF LOCK!』に、ASIAN KUNG-FU GENERATIONが4月限定で帰って

きます！番組開始から2009年3月まで“ロックの講師”を務めるなど、番組との縁

も深い彼ら。ボーカルの後藤正文が、4月21日に開催の「EARTH×HEART LIVE 

2014」をはじめ、自身の音楽活動などについて、1ヶ月の限定授業を開講します。 

※休講していた「サカナLOCKS!」は、4月より再び毎週木曜日に開講します。 
 

◇◇◇ 
 

『コスモ ポップス ベスト 10』（JFN38 局フルネット）  
◇放送時間  ： 土曜日 15：00-15：30  

◇出演者    ： 太田エイミー 
 

六本木ミッドタウンスタジオから公開生放送でお送りしている『コスモ ポップス べス

ト 10』。今年番組開始 40周年の洋楽週間チャート番組が、モデルの太田エイミーをパ

ーソナリティに迎えて新しいスタートを切ります。語学堪能、ロックやフェスも大好きな

彼女が、瑞々しい感性で最新洋楽チャートをナビゲートします。 

 

 ◇◇◇ 
 

『KEWPIE HEART OF SUNDAY』（JFN38 局フルネット）  
◇放送時間  ： 日曜日 11：00-11：55  

◇出演者    ： May J． 
 

今年 25周年を迎える人気洋楽番組『KEWPIE HEART OF SUNDAY』がよりグロー

バルに生まれ変わります！新ナビゲーターに迎えるのは、圧倒的な歌唱力で注目の

アーティスト、May Ｊ.。多彩な言語を操るマルチリンガルでもある彼女が、世界中から

セレクトした上質の音楽とともに、日曜のブランチタイムを彩ります。毎週 12 曲の選

曲とともに「世界の今」を感じて頂けるプログラムです。 
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時間変更 
 

『SUZUKI presents KAT-TUN 田口淳之介の TAG-TUNE DRIVING』 
（JFN38 局フルネット ※時間違い） 

◇放送時間 ： 月－木曜日 16：50-17：00  ※17：45枠より移動 

◇出演者   ：  田口淳之介（KAT-TUN） 
 

「KAT-TUN 田口淳之介とラジオでドライブしよう！」をコンセプトにお届けする 10分番組。ドライバ

ー・KAT-TUN 田口淳之介が、次世代カーナビゲーションシステム“1129X”（架空のシステム）の案

内で全国をドライブ。田口から「ナビのすけ」と名付けられたこの次世代カーナビが、全国津々浦々

のイベント、行楽、道の駅など、各地の最新情報を紹介し、ショートドライブを盛り上げてくれます。 
 

◇◇◇ 
 

『Skyrocket Company』（東京ローカル）  

◇放送時間 ： 月－木曜日 17：00-19：00  ※15分拡大 

◇出演者   ： マンボウやしろ（本部長）、浜崎美保（秘書） 
 

“明日への狼煙（のろし）を上げるラジオの中の会社”が、番組開始から1周年を機に放送時間を15分拡大！

番組は、ラジオの中の会社で行われる夕方のアフター会議。リスナーが社員となり、ラジオ、スマートフォン、

PCで会議に自由に参加できます。熱い議論を通じて、番組とリスナーが、そしてリスナー同士がつながってい

きます。番組への参加ごとにポイントをＧＥＴして様々なコンテンツが楽しめる、番組公式アプリも好評配信中。 
 

◇◇◇ 
 

『TOKYO LOUD』（東京ローカル） 
◇放送時間 ： 木曜日 20：00-21：40     ※20分拡大 

◇出演者   ： 大抜卓人 
 

ラジオさえあれば入場無料！全ての席が最前列！最新ロックから伝説の LIVE まで、アドレナリン

を出す音楽のみがオンエアを許される本格派ロック番組が、4 月から 20 分拡大してパワーアップ！ 

パーソナリティは、全米でクラブＤＪをつとめた経験を持ち、ロック、ヘヴィメタルからダンスミュージック

まで幅広く音楽に精通した大抜卓人。日本一熱くて広い、ラジオの中のロックフェスへようこそ！   
 

◇◇◇ 
 

『MELLOW WAVE』（東京ローカル） 
◇放送時間 ： 日曜日 5：30-6：55       ※15分拡大 

◇出演者   ： ジョージ・カックル、LOMI 
 

海を愛する人に贈るサーフカルチャー・プログラムが 5時半からのスタートに。サーフィンと湘南をこよ

なく愛する海友が集い語らう MELLOW WAVEカフェ。オーナーのジョージ・カックル、常連客の LOMI、毎

回カフェに訪れる湘南在住の素敵なお客様が、波乗り話や湘南エリアの話に花を咲かせます。ボサノバ

通の気象予報士・森朗によるボサノバ気象講座や、動画と連動した湘南エリア探訪企画「ぶら WAVE」も。 
 

◇◇◇ 
 

『水樹奈々のＭの世界』（東京ローカル） 
◇放送時間 ： 月曜日 25：00-25：30     ※土曜日 24：30枠より移動 

◇出演者   ：  水樹奈々  
 

声優そしてミュージシャンとして大活躍の水樹奈々がお届けする人気番組が、月曜25時に登場！気になる

最新情報を自らがセレクトするイチオシの楽曲などとともにお送りしています。ときには、豪華ゲストをお招きし

たり、貴重なライブ音源を いち早くお届けすることも！さらに、名物コーナー「コトバのチカラ～声に出して読ん

でほしい日本語～」で は、あなたからのオーダーに水樹奈々がお答えします。 
 

◇◇◇ 
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『Doll☆Elements の「どるラジ」』（東京ローカル） 
◇放送時間 ： 火曜日 25：00-25：30   ※月曜日 25：00枠より移動 

◇出演者   ： Doll☆Elements 
 

5人組グループアイドルユニット Doll☆Elementsのレギュラープログラム。毎週、色んな課題にチャレ 

ンジしたり、リスナーからのメッセージを紹介したり、元気いっぱいに放送中。 
 

◇◇◇ 
 

『Event 80 Navi』（東京ローカル） 
◇放送時間 ： 金曜日 19：00-19：24   ※金曜日 21:00枠より移動 

◇出演者   ： 宮島咲良 
 

TOKYO FMの主催・後援イベント、試写会や映画情報などをお届けしているイベント情報番組。 

紹介するイベントにまつわるゲストとのトークコーナーや、特集企画などもお届けします。 
 

◇◇◇ 
 

『DI：ＧＡ茂木放送協会』（東京ローカル）  
◇放送時間 ： 土曜日 24:30-25：00    ※土曜日 26：00枠より移動。 

◇出演者   ： 茂木淳一 
 

ディスク・ガレージ提供による、ライブチケット情報番組。茂木淳一のナビゲートで、ライブ公演を控えた

ゲストを招いてのトークコーナーと、チケット先行発売などのインフォメーションをお届けします。 
 

◇◇◇ 
 

 

『東京ガス「ふんわりの時間」』（東京ローカル）  
◇放送時間 ： 日曜日 8：00-8：25      ※日曜日 9：00枠より移動。 

◇出演者   ： 中嶋朋子 
 

【豊かな暮らし】をキーワードに、毎回様々なジャンルで活躍するエキスパートの方々をゲストに迎

え、日々の暮らしにおいて“大切なこと”とは何か、リスナーと一緒に考えていく番組です。 
 

◇◇◇ 
 

『Sunday Switch』（東京ローカル）  
◇放送時間 ： 日曜日 8:30-8:55          ※日曜日 8：00枠より移動。 

◇出演者   ： 山本潤 
 

日曜日、気持ちのスイッチを切り替えて新たな１週間をスタートしませんか？ 明日からの１週間が、より豊か

に楽しくなるように・・・気持ちをスイッチさせてくれる音楽と共に、気になる旬な話題をランキングでチェックして

ていきます。 
 

◇◇◇ 
 

『Keep On Smiling』（JFN38局フルネット ※時間違い）  

◇放送時間 ： 日曜日 9：00-9：30       ※日曜日 8：30枠より移動。 

◇出演者   ： 山寺宏一 
 

「週末の朝のひとときを、笑顔で過ごせるように」。リスナーやゲストの、思わず笑顔になってしま

った「うれしかったこと」や誰かが言ってくれた「大切な一言」をエピソードと共に紹介します。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/Doll%E2%98%86Elements

