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報道各位  
 

 
 
 

【【ＴＴＯＯＫＫＹＹＯＯ  ＦＦＭＭ  ２２００１１４４年年 1100 月月改改編編ののおお知知ららせせ】】  
  

  

1100 代代向向けけ人人気気番番組組『『SSCCHHOOOOLL  OOFF  LLOOCCKK！！』』ががここのの秋秋ささららににパパワワーーアアッッププ！！  

土土曜曜夜夜 1100 時時、、長長渕渕剛剛をを迎迎ええてて『『長長渕渕 LLOOCCKKSS！！』』ススタターートト！！  

ささららにに三三代代目目・・新新教教頭頭がが就就任任、、1100 月月 66 日日（（月月））登登場場！！  
  

一一日日のの疲疲れれをを癒癒すす……ススママホホ・・パパソソココンン聴聴取取促促進進をを図図るるノノンンスストトッッププ音音楽楽空空間間。。  

平平日日夜夜 88 時時、、新新・・音音楽楽ワワイイドド『『EEAARRTTHH  RREECCOORRDDSS』』誕誕生生！！  
  

  

  

  

 
 

TOKYO FM では、10 月１日(水)より、秋の番組改編を行います。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」のさらなる具現化を目指し、コアターゲットである若者リスナーと共感コミュニ

ティの創造、またスマートフォン・パソコンでラジオを楽しむ新たな聴取デバイスに適応する新番組、並び

に番組リニューアルを実施致します。 
 

 

《9周年を迎える『SCHOOL OF LOCK！』、新たな“先生”が加入＆パワーアップ！》 
 

 

◇長渕剛がレギュラーに！『SCHOOL OF LOCK! Saturday 長渕 LOCKS！』 
（土曜 22:00-22:30）10 月 4 日(土)スタート 

 

「10 代の魂が好き！ガチで話したい！」。先日発表になった“10 万人オールナイト・ラ

イヴ 2015 in 富士山麓”の記者会見で、長渕剛自ら、『SCHOOL OF LOCK!』のレギュラ

ー出演と、この番組への意気込みを熱くコメントしてくれました。 

そんな長渕剛が“ラジオの中の学校”で担当するのは、“炎の生活指導”。「現実の 10

代の魂と、僕の中の 10 代がぶつかりあう番組になる！」という言葉どおり、掲示板に書

き込みをしてくれたリスナーと長渕剛先生が、直接対話し、魂をぶつけあう 30 分。 

月曜から金曜夜 10 時放送の『SCHOOL OF LOCK!』が、初となる土曜夜 10 時にも枠

を拡大！炎の生活指導室の扉が開く･･･！  

 

◇『SCHOOL OF LOCK!』、三代目・新教頭が就任！ 
 

2005 年 10 月の番組開始から今秋 9 周年を迎える『SCHOOL OF LOCK!』。

レギュラーパーソナリティ「とーやま校長」のパートナーとなる、“新教頭”が就

任します！三代目・新教頭はいったい誰なのか・・・!? 10 月 6 日(月)登場。  
 

 

 

 

《スマホ・パソコンでラジオを楽しむ、ノンストップ音楽空間》 
 

◇平日夜 8 時、新・音楽ワイド『EARTH RECORDS』誕生！ 
（月曜-水曜 20:00-20:55） 10 月 1 日(水)スタート 

 

『EARTH RECORDS』は、地球上に存在する名曲の数々を紡ぐ新・音楽ワイド番組。 

日替わりで選曲テーマを設けて、「タイムレス・ボーダレス」、「レストーク・モアミュージッ

ク」でたっぷりとオンエアします。ナビゲーターは、小日向えり。 

平日夜 8 時。残業中の会社のパソコンで、仕事帰りの電車のスマホで・・・新たなデバ

イス、新たな“ながら聴取”のシーンにフィットする夜の音楽空間をお届けします。 
 

今回の改編率は 11％（出演者・企画変更含む）となります。  

次頁以降で、今回の改編の主な番組をご紹介します。 
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             新 番 組 
 

『SCHOOL OF LOCK! Saturday 長渕 LOCKS!』 
（JFN38 局フルネット） 

◇放送時間 ： 土曜日 22:00-22:30   

◇出演者  ： 長渕剛、とーやま校長 

◇番組ＨＰ  ： http://www.tfm.co.jp/lock/ 
 

「10 代の魂が好き。ガチで話をしたい！」。そんな長渕剛の熱い想いがついに実現！

“炎の生活指導”として『SCHOOL OF LOCK!』に就任します！「現実の 10 代の魂と、僕

の中の 10 代がぶつかりあう番組になる！」という長渕剛の言葉どおり、掲示板に書き

込みをしてくれたリスナーと長渕剛先生が直接対話し、思いきり魂をぶつけあう 30 分。

土曜日の夜 10 時。炎の生活指導室の扉が開く･･･！  
 

◇◇◇ 
 

『EARTH RECORDS』 （東京ローカル） 
◇放送時間 ： 月曜日-水曜日 20:00-20:55 

◇出演者 ： 小日向えり 
 

平日夜 8 時は、仕事とプライベートが交差する時間。残業中の会社で。仕事帰りの車で。

帰宅時や駅のホームで･･･。パソコンやスマホでラジオを楽しむリスナーに向けて、選りす

ぐりの名曲をたっぷりとお届けする音楽番組の誕生です。 

１日 1 テーマで、地球上の存在するあらゆる名曲たちをコンパイル。パワーをくれたり、

癒しをくれたり、季節を感じたり。ON から OFF に切り替わる時間に、極上の音楽で寄り添

います。 
 

 

◇◇◇ 
 

『rieco’s Mermaid Beauty』 （東京ローカル） 
◇放送時間  ： 木曜日 21:20-21:40  

◇出演者    ： rieco 
 

博多出身のシンガーソングライター・rieco がお届けする新番組。 

テーマは美と音楽。時には、セラピストやヘアメイクなど「美」にまつわるゲス

トをお迎えしたり、時にはしっとりと rieco の弾き語りをお届けしたり･･･。 

１日を終えてふっと一息つく時間、心と体に「きれい」をチャージするプログラ

ムです。 
 

 ◇◇◇ 

 

『キリンビバレッジ presents 私の別格』 
（JFN38 局フルネット ※時間違い） 
◇放送時間  ： 土曜日 12:30-12:55   

◇出演者    ： 住吉美紀 
 

 

美しい景色を眺める。美味しい物を食べる。土地の風土に触れる。人とふれあう。 

「旅」は、人生を上質なものにしてくれる“別格”なもの。 

番組では、各界で活躍する“別格”なゲストを迎えて、人生を変えた“別格”な旅のエピソ

ードを伺います。旅で感じたことから、その人の人生が見えてくる・・・新感覚のトーク番組、 

住吉美紀がナビゲートします。 
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『ソニー損保 presents クルマ★時間』 （JFN38局フルネット）  

◇放送時間  ： 土曜日 13:55-14:00 

◇出演者    ： 週替わりゲスト  
  

週替わりで登場する車好きのゲストが、自身の「クルマ愛」を語り尽くす！ 

クルマに対する独自のこだわりや思い入れ、忘れられない想い出話など、 

 クルマ好きなゲストと過ごす“クルマ★時間”をお届けします。 
 

 ◇◇◇ 
 

『Canon Premium Moment』 （東京ローカル）  
◇放送時間 ： 土曜日 15:55-16:00 

◇出演者 ： 岩松了 
 

大人の男が愛用のカメラを片手に旅に出る。 

旅先で出会った風景。シャッターを切るとその風景が鮮やかに色づきはじめる。 

その色は、特別な感動となって、ひととき、自分の人生に思いをはせる。 

仕事からも、家族からも離れて、１人の男に戻る時間。 

そんなプレミアムな瞬間を、名優・岩松了のモノローグと音楽で描きます。 
 

 ◇◇◇ 
 

『チロルチョコ presents Radio’n’Roll』 （東京ローカル）  
◇放送時間  ： 土曜日 25:00-25:30 

◇出演者    ： DJ MAGIC 
 

土曜日の深夜 1 時は大人時間のはじまり。電波に乗って流れてくるのは謎の DJ、「DJ MAGIC」の声！ 

ROCK、R&B、BLUES、JAZZ、DANCE MUSIC・・・・珠玉の名曲の数々と、巧みな話術が織りなす 

究極のラジオ・ショー！「DJ MAGIC」の声、どこかで聴いたことがある・・・！？さあ、いったい誰の声でしょう？ 
 

 ◇◇◇ 
 

『モンカフェ presents Drip Phrase』 （東京ローカル）  
◇放送時間  ： 日曜日 10:55-11:00  

◇出演者    ： 中井貴一 
 

短くても味わい深い言葉がある。それはドリップコーヒーの滴のよう…。 

日曜の朝だけに現れるラジオの中のカフェで、バリスタの中井貴一が、 

古今東西の名フレーズをご紹介します。 

あるときは常連のお客様の会話から、ある時は異国のことわざから… 

味わい深い名フレーズとともに、リラックスした日曜の朝を。 
 

   ◇◇◇ 
 

『毎日に夢中～感動プロデューサー 小林章一』 （東京ローカル）  
◇放送時間  ： 日曜日 19:55-20:00  

◇出演者    ： 小林章一 
 

ヒット商品を生み出すプロデューサー、アルビオン社長の小林章一が、日々のモノ・コト・ヒトとの出会いの中で 

見つけた「感動ポイント」をご紹介。日曜日のリラックスタイムに、心に潤いをチャージするプログラムです。 
 

◇◇◇ 
 

『てつやがきくから』 （東京ローカル）  

◇放送時間  ： 日曜日 25:00-25:30 

◇出演者    ： 菅谷哲也  
  

人気番組『テラスハウス』への出演で一躍注目を集める俳優・菅谷哲也が、 

ラジオ番組に初挑戦！twitter のフォロワーも約 40 万人！若い世代から圧倒的な 

支持を得ている菅谷が、等身大のトークで同世代の若者たちにエールを贈ります。 
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出演者変更 
 

『RADIO DRAGON-NEXT-』 （東京ローカル） 
◇放送時間  ： 木曜日 26:00-28:00 

◇新出演者  ： 菅野結以 
  

深夜の音楽登竜門、『RADIO DRAGON-NEXT-』の新パーソナリティに、 

あの菅野結以が帰ってくる！今年 3 月で惜しまれながら終了した 

『RADIO DRAGON』のパーソナリティとしておなじみの菅野結以。 

ラジオと音楽をこよなく愛する彼女が、ネクストブレイクアーティストを 

いち早く紹介！木曜深夜、新世代の音楽スピリットを発信していきます。 
 

◇◇◇ 
 

『Event 80 Navi』 （東京ローカル）  
◇放送時間  ： 金曜日 16:30-16:55 

◇新出演者  ： 大家志津香(ＡＫＢ４８) 
 

週末のエンタメ情報満載でお届けしている『Event 80 Navi』が、10 月から、 

金曜 16:30 からの放送に。さらに新パーソナリティに、AKB48 の大家志津香を 

迎えてフレッシュなスタートを切ります。 

 
 

◇◇◇ 
 

『霧島リラックスタイム 焼酎ダイニング 

 J-Fairy YASU』 （JFN14 局ネット ※時間違い）  
◇放送時間  ： 土曜日 19:00-19:25 

◇新出演者  ： DJ POCKY  
 

週に一度、土曜日の夜だけ明かりが灯る、ラジオの中のダイニングバー。 

この店の女将である安めぐみがお休みの間、店を切り盛りすることになったのは、 

九州で大人気の DJ POCKＹ。霧島の焼酎と美味しい料理を楽しみながら、 

ゲストのここだけのトークをお届けします。 
 

 ◇◇◇ 
 

『Tokyo Tower presents DIAMOND VEIL』 
（JFN2 局ネット）  
◇放送時間  ： 土曜日 20:00-20:30  

◇新出演者  ： 金ヶ江悦子 
 

東京タワー観光大使に就任した金ヶ江悦子が、新パーソナリティに就任。 

番組のテーマはずばり「美」。2010 年ミス・インターナショナル日本代表に選ばれ 

世界大会 4 位、ミス・エレガント賞を受賞した彼女が、「美のエキスパート」として 

自身がキャッチした最新情報を発信します！ 
 

 ◇◇◇ 
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時間変更 
 

『Skyrocket Company 週末会議』 （東京ローカル） 

◇放送時間  ： 金曜日 17:00-17:25  ※16:30 より時間移動 

◇出演者    ： マンボウやしろ(本部長)、浜崎美保（秘書） 
 

  

働く人を応援するラジオの中の会社『Skyrocket Company』。 

毎週金曜日にお届けする「週末会議」は、10 月から会議内容を 

リニューアル。知らないと恥ずかしいビジネス用語を優しく解説。  

今日から、あなたも訳知り顔で使えます！ 
 

 

◇◇◇ 
 

『EXILE EX-PRESS』 （JFN38 局フルネット） 
◇放送時間 ： 土曜日 22:30-22:55     ※時間変更 

◇出演者   ： MATSU（EXILE） 
 

ラジオの中の銀河鉄道『EXILE EX-PRESS』。車掌は EXIlE の MATSU(松本利夫 )。 

週替わりのクルーとして EXILE や EXILE TRIBE メンバーと一緒に、リスナーの夢を乗せて、銀河の旅を楽 

しみます。EXILE 最新情報はもちろん、サイン入り番組オリジナルグッズのプレゼントも大好評！ 
 

◇◇◇ 
 

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

◇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 『TOKYO LOUD』。 

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がつとめます。 
 

◇◇◇ 

 
 

 


