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報道各位

【ＴＯＫＹＯ ＦＭ ２０１５年４月改編のお知らせ】
開局４５周年イヤーを飾る、新番組・新出演者が続々ラインナップ！
TOKYO FM×ディズニーがタッグ！“Radio Disney”公認プログラム誕生

金曜 23:30 Radio Disney 「ADVENTURE OF SOUNDLAND」
「SEKAI NO OWARI」の DJ LOVE もキャストとして参加！
華やかな女性パーソナリティの新番組が、続々ラインナップ！

知英(ジヨン)、サラ・オレイン、ベッキー、板野友美、でんぱ組.inc
開校 10 周年 SCHOOL OF LOCK!発、10 代限定ロックフェス拠点番組！

SCHOOL OF LOCK! Saturday 『未確認 LOCKS!』が始動！
平日午後のワイド番組がリニューアル！よりリスナー・コミュニティを強化！

新生『アポロン』、『シンクロのシティ』、『TIMELINE』がスタート！
TOKYO FM では、4 月１日(水)より春の番組改編を行います。今年 4 月 26 日に開局 45 周年を迎えるメモリ
アルイヤーに、ステーション理念である「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
指した新番組・新出演者・リニューアル番組が続々とスタート致します。
当社コアターゲットである 20 代・30 代リスナーと番組を通じての“共感コミュニティ”の拡大化、スマートフォン
による新たな聴取スタイルでラジオを楽しむ次世代リスナー・新規リスナー獲得に向けたコンテンツ強化、そし
て有力コンテンツホルダーとの全く新しいコラボレーション番組も登場します。
なお、今回の改編率は 9.4％（出演者・企画変更含む）となります。以下、2015 年 4 月改編の主な新番組・新
出演者・リニューアル番組をご紹介します。

《TOKYO FM×ディズニ―がタッグ！“Radio Disney”公認プログラム誕生》
◇ファンタジックなドラマ仕立ての音楽番組！Radio Disney 「ADVENTURE OF SOUNDLAND」
（金曜 23:30-23:55）4 月 3 日(金)スタート
世界で展開するディズニーのオフィシャル放送ブランド“Radio Disney”が公認し
たラジオプログラムが誕生！人間界のヒット曲の概念とは全く違う、永遠の命を与
えられた音楽があふれる楽園「SOUNDLAND」を舞台に、売れない DJ、謎の博士、
人工知能の女の子など、ユニークなキャストたちが冒険を繰り広げます。
素晴らしきカバーソングや、美しき失恋ソングなど、世界中の珠玉の名曲たちを、
ディズニーの冒険アトラクションのように、ファンタジーテイストで紹介していく、ドラ
マ仕立ての音楽番組です。もちろん貴重なディズニー音源もオンエア！さらに「SEKAI NO OWARI」のメンバー
「DJ LOVE」もキャストとして参加します。

《華やかな女性パーソナリティの新番組が、続々ラインナップ！》
TOKYO FM で初レギュラーラジオ番組をスタートする「知英（ジヨン）」、「サラ・オレイン」をはじめ、多彩な分野
で活躍する「ベッキー」、「板野友美」、さらに世界進出で注目を集める新世代女性アーティスト、「でんぱ組.inc」、
“J-GIRL POP WAVE”の「東京女子流」＆「Dorothy Little Happy」、「Silent Siren」の新番組がスタートします。
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◇『知英の季節』 毎週火曜日 21:00～21:20 放送 4/7 スタート
本格的に日本での女優活動をスタートさせた知英が、TOKYO FM で自身初となるレギュラーラジオ番組をス
タートします！仕事からプライベートまで「今週の知英ニュース」としてご紹介していきます。
◇『J-GIRL POP WAVE RADIO』 毎週火曜日 25:30～25:55 放送 4/7 スタート
メインパーソナリティは「東京女子流」の山邊未夢、「Dorothy Little Happy」の早坂香美。「世界を学べ！世
界を巻き込め！」を合言葉に、音楽、ダンス、ステージなどのプロを迎えて、その仕事術を学んでいきます。
◇『でんぱ Ch.♥（でんぱちゃん）〜TOKYO DEMPA INTERNATIONAL～』 毎週水曜日 25:00～25:30 4/1 スタート
ジャパニーズポップカルチャー最先端アイドルユニットとして海外でも評価される「でんぱ組.inc」のレギュラー
番組がスタート。古川未鈴、藤咲彩音が日本独自のキワキワなポップカルチャーを独自の目線でご紹介！
◇『板野友美のうた女(じょ)～Girl's Music Channel～』 毎週土曜日 25:00～25:30 4/4 スタート
アイドル、ガールズバンド、ギタ女など注目の女性アーティストたちにフォーカスする新番組。パーソナリティ
は板野友美。月替わりでゲストを迎え、女性同士ならではのホットなガールズトークを展開します。
◇『Silent Siren のスウィート 2 リズム』 毎週土曜日 26:00～26:30 放送 4/4 スタート
アジア進出も果たした新世代ガールズバンド Silent Siren が、世界の意外なマナーや常識、海外の偉大なア
ーティストの名言などを、スウィートに紹介していきます。
◇『Peace of Mind：土曜の朝のサラ・オレイン』 毎週土曜日 8:30～8:55 放送 4/4 スタート
オーストラリア出身の”音楽の女神”サラ・オレインが TOKYO FM で初レギュラーラジオ番組をスタート！土曜
日の朝、心に「安心」や「やすらぎ」を与えてくれる、音楽とおしゃべりをお届けする 25 分。
◇『太田胃散 presents ベッキー♪GO LUCKY』 毎週日曜日 9:30～9:55 放送 4/5 スタート
ベッキーが今、気になっている音楽、人物などにフォーカス。さらにリスナーのお悩みに、アーティストとして
の顔を持つベッキーが”音楽”の処方箋を出すコーナーも！

《開校 10 周年 SCHOOL OF LOCK!発、10 代限定ロックフェス拠点番組！》
『SCHOOL OF LOCK!』 が、日本の音楽シーンを揺るがす新プロジェクト『未確認フェスティバル』を始動！
◇SCHOOL OF LOCK! Saturday 『未確認 LOCKS!』が始動！毎週土曜日 22:00～22:30 放送 4/4 スタート
ラジオの中の学校『SCHOOL OF LOCK!』 が、「タワーレコード」「ＮＴＴドコモ」「レコチョク」が展開する「Eggs プ
ロジェクト」をパートナーに迎えて、日本の音楽シーンを揺るがす新プロジェクト『未確認フェスティバル』を始
動！番組では、「未完の才能」が全国から集結する 10 代限定の夏フェスへ向けて、出場アーティストの楽曲
紹介や審査の模様など、最新動向をいち早く発信していきます。

《平日午後のワイド番組がリニューアル！番組発リスナー・コミュニティを強化！》
平日の午後の 3 つのワイド番組が、ターゲットリスナーの生活行動にフィットする番組編成と、放送時間外も
リスナーとつながるコミュニティ創りを強化していきます。
◇『アポロン』（月曜～木曜 13:00-14:55） 働く女性リスナーと共に、8 つの”シュミカツ”がスタート！
20～30 代の女性リスナーに支持されている『アポロン』では、番組の主要企画として、美容・グルメ・旅行など
女性の関心が高い“8 つの”シュミカツ(趣味活)”をスタート！定期的にイベントやミーティングを開催し、パー
ソナリティの齊藤美絵を中心に、同じ趣味を持つリスナー同士のコミュニティ化を目指していきます。
◇『シンクロのシティ』（月曜～木曜 15:00-16:50） 2020 年へ。進化する東京とシンクロ！
2020 年に向けて、急速に進化する東京。訪日観光客は、2020 年までに政府目標 2500 万人とも言われます。
東京の街とシンクロしてきた『シンクロのシティ』では、そんな変わりゆく東京の街と人にフォーカス。最新技術
や新しい才能をピックアップするコーナーや、外国人に向けた TOKYO 観光情報、おもてなし英会話などがス
タートします。
◇『TIMELINE』（月曜～木曜 19:00-19:52） 出演者一新！新時代の論客たちが登場！
マスメディアやネットに情報が氾濫する時代。ニュース番組に求められるのは、多種多様な情報を再編集し、
その中から新しい視座を提供する「キュレーション力」。放送開始 5 年目を迎える『TIMELINE』では、出演者
を一新し、優れた「キュレーション力」を持つ新パーソナリティを迎えます。
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『Radio Disney「ADVENTURE OF SOUNDLAND」』
（JFN38 局フルネット）

◇放送時間 ： 金曜日 23:30-23:55
◇出演者
： DJ LOVE（SEKAI NO OWARI）ほか
世界で展開するディズニーのオフィシャル放送ブランド“Radio Disney”が公
認したラジオプログラムが誕生！人間界のヒット曲の概念とは全く違う、永遠
の命を与えられた音楽があふれる楽園「SOUNDLAND」を舞台に、素晴らしき
カバーソングや、美しき失恋ソングなど、世界中の珠玉の名曲たちを、ディズニーの冒険アトラクションのように、
ファンタジーテイストで紹介していく、ドラマ仕立ての音楽番組です。
登場するのは、売れない DJ、謎の博士、人工知能の女の子。さらに「SEKAI NO OWARI」のメンバー「DJ
LOVE」もキャストとして参加します。
◇◇◇

『知英の季節』
◇放送時間
◇出演者

（東京ローカル）

： 火曜日 21:00-21:20
： 知英

本格的に日本での女優活動をスタートさせた知英が、TOKYO FM で自身初となるレ
ギュラーラジオ番組をスタート！仕事からプライベートまで「今週の知英ニュース」として
ご紹介していきます。さらに知英が女優としてさらなる成長を遂げるために、リスナーと
情報交換をしながら、色々なことを学び挑戦するコーナーも！現在進行形の知英に会
えるプログラムです。
◇◇◇

『J-GIRL POP WAVE RADIO』

（東京ローカル）

◇放送時間 ： 火曜日 25:30-25:55
◇出演者
： 山邊未夢(東京女子流)、早坂香美（Dorothy Little Happy）
世界に誇るＪガールポップの最前線をキャッチアップする新番組！
メインパーソナリティは、「東京女子流」の山邊未夢、「Dorothy Little
Happy」の早坂香美。さらに、「Dorothy Little Happy」の白戸佳奈と
「GALETTe」の四島早紀がショートコーナーを担当します。
Ｊガールポップの最前線にいる彼女たちが、「世界を学べ！世界を
巻き込め！」を合言葉に、音楽、ダンス、ステージなど、プロの仕事術
を学び、アーティストとしても人としても成長していくプログラムです。
◇◇◇

『でんぱ Ch.❤～TOKYO DEMPA INTERNATIONAL～』
（東京ローカル）

◇放送時間 ： 水曜日 25:00-25:30
◇出演者
： 古川未鈴、藤咲彩音（でんぱ組.inc ）
ジャパニーズポップカルチャー最先端アイドルユニットとして海外でも評価
されている「でんぱ組.inc」のレギュラー番組がスタート！古川未鈴、藤咲彩
音が日本独自のキワキワなポップカルチャーを独自の目線でご紹介してい
きます。
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『Peace of Mind:土曜の朝のサラ・オレイン』

（東京ローカル）

◇放送時間 ： 土曜日 8:30-8:55
◇出演者
： サラ・オレイン
1/f の揺らぎを持つ透明感あふれる声と、歌声のようなヴァイオリン演奏で聴く者を
魅了するサラ・オレイン。そんな彼女が、TOKYO FM で初レギュラーラジオ番組をスタ
ートします。番組タイトル「PEACE of Mind」のとおり、心に「安心」や「やすらぎ」を与え
てくれる、音楽とおしゃべりをお届けする 25 分。
サラ・オレインの感性がとらえた音楽や映画、心やすまるアイテムをご紹介したり、
ゲストを迎えて「PEACE of Mind」なトークをお届けします。
◇◇◇

『板野友美のうた女（じょ）～Girl’s Music Channel～』
（東京ローカル）

◇放送時間 ： 土曜日 25:00-25:30
◇出演者
： 板野友美
アイドル、ガールズバンド、ギタ女など、国内のみならず海外でも注目を集める女性
アーティストたちにフォーカスする本格ガールズミュージック・プログラム。パーソナリテ
ィをつとめるのは、今年デビュー10 周年！大人の魅力も増してきた板野友美。昨年は、
1st アルバム「S×W×A×G」を発売し、全国ツアーや、初の海外公演を成功させるな
ど、活躍の場を広げています。そんな板野友美が月替わりで注目の女性アーティスト
をゲストに迎えて、女性同士ならではのホットなガールズトークを展開！女性アーティ
ストたちが生み出す音楽と、そのベースにある夢と情熱、鼓動を紹介していきます。
◇◇◇

『Ｓｉｌｅｎｔ

Ｓｉｒｅｎのスウィート

2

リズム』

（東京ローカル）

◇放送時間 ： 土曜日 26:00-26:30
◇出演者
： Silent Siren
アジア進出も果たした新世代ガールズバンド Silent Siren のレギ
ュラープログラム。番組タイトルの「スウィート 2 リズム」は、Silent
Siren のメジャーデビューシングル「Sweet Pop!」の「スウィート」＋深
夜 2 時の「2（ツー）」＋音楽の「リズム」からつけたもの。
さらに「2 リズム」は「ツーリズム」つまり！「観光」ということで、
アジア進出も果たしたサイサイが、世界の意外なマナーや常識、海
外の偉大なアーティストの名言を、スウィートに紹介していきます。
◇◇◇

『太田胃散 presents ベッキー♪GO LUCKY』
（JFN3局ネット時間違い 東京・愛知・大阪）

◇放送時間 ： 日曜日 9:30-9:55
◇出演者
： ベッキー
多彩な分野で活躍するベッキーが、日曜日の朝に登場！ベッキーが今、気になっている音
楽、人物などにフォーカス。さらにリスナーのお悩みに、アーティストとしての顔を持つベッキ
ーが”音楽”の処方箋を出すコーナーも！
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『SATURDAY MUSIC LAB.』（JFN37 局ネット）
◇放送時間 ： 土曜日 14:00-14:55
◇出演者
： 小宮山雄飛 ほか
TOKYO FM渋谷スペイン坂スタジオから公開生放送でお届けする新感覚の音楽プロ
グラム「SATURDAY MUSIC LAB.」、通称「サタラボ」がスタート！
毎週、話題のゲストを迎えて最新の活動を伺うほか、SNS上の口コミやTwitterのつ
ぶやきなど、インターネット上でバイラルする様々な情報から、注目のエンタメ情報をピ
ックアップして、ラジオを通じて全国にシェアしていきます！
◇◇◇

『東京海上日動 Challenge Stories
～人生は、挑戦であふれている～』
（JFN38 局フルネット）

◇放送時間 ： 土曜日 15:30-15:55
◇出演者
： 恵俊彰
人生とは、挑戦のくりかえし。様々な困難を乗り越え、夢をつかむことができた人、
その人は、どんな景色を見てきたのでしょうか？この番組では、毎週、各界で活躍す
るゲストを迎えて、夢を掴むまでの道のり、そのストーリーを伺っていきます。
◇◇◇

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

◇放送時間
◇出演者

： 土曜日 22:00-22:30
： とーやま校長、あしざわ教頭

ラジオの中の学校『SCHOOL OF LOCK!』 が、「タワーレコード」「ＮＴＴドコ
モ」「レコチョク」が展開する「Eggsプロジェクト」をパートナーに迎えて、日本
の音楽シーンを揺るがす新プロジェクト『未確認フェスティバル』を始動！
音楽に夢を重ねる10代のアーティストたちが、夏に開催されるファイナル
ステージへの出場をかけてしのぎを削る“音楽の甲子園”です。
番組では『未確認フェスティバル』出場アーティストの楽曲紹介や審査の
模様など、最新動向をいち早く発信していきます。
◇◇◇

『寺田倉庫 presents
石井竜也 TIME CAPSULE』
（東京ローカル）

◇放送時間 ： 日曜日 20:00-20:30
◇出演者
： 石井竜也
音楽のみならず舞台美術やデザインなど、表現者として多彩に活躍する石井竜也
が、伝統工芸から現代アートまで様々なジャンルのアーティストを迎えて、その創作
の原点や生き方に迫ります。様々な壁を越えてきたアーティストの言葉には、創造の
ヒント、生きるヒントがいっぱい！美術書には載っていない、エネルギッシュなアート
対談をお楽しみください。
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『アース製薬 Dream Shot～輝け！ゴルファー』
（東京ローカル）

◇放送時間 ： 土曜日 7:30-7:55
◇出演者
： 安藤幸代
ゴルフ部出身のフリーアナウンサー安藤幸代が、現役のツアートッププロ、2020 年に
向けて LPGA を盛り上げていく期待の新星、ゴルフを愛してやまない著名人、文化人を
ゲストに迎えて、夢や目標、ゴルファーへのワンポイントアドバイスなどを伺います。
2004 年、当時高校生だった宮里藍プロを見て単身渡米し、1406 日にも及ぶ密着取材
をするなど、ゴルフを深く愛する安藤幸代が、リスナーとともにゴルフ界を盛り上げま
す！
◇◇◇

『UR賃貸住宅 presents YOUR SMILE TOWN』
（東京ローカル）

◇放送時間 ： 土曜日 8:00-8:30
◇出演者
： 柴田幸子 ほか
土曜日の朝、街と人の魅力にフォーカスする新番組がスタートします。その日の天気や、リスナーから寄せら
れた街自慢を紹介する「生放送」と、タウン誌の編集プロダクションに入社したばかりの新人女性とその上司が
繰り広げる「ラジオドラマ」がミックス。街のグルメ、商店街の名物おじさん、写真撮影スポットなどなど、さながら
聴くタウン誌のように、リアルな街と人の情報が満載！土曜の朝、思わずお出かけしたくなる番組です。
◇◇◇

『Orico presents FIELD OF DREAMS』
（JFN38局フルネット時間違い）

◇放送時間

： 土曜日 12:30-12:55

夢に向かって頑張るすべての人に、耳から元気を届けるプログラム。番組では、人知れず努力を重ねて夢を
叶えた人々、そして、まさに夢に向かって突き進んでいる人々をゲストに招いて、その道のりにあったターニン
グポイントについて伺います。あの時があったから、今がある。そんな大切な成功の鍵を全国のリスナーとシェ
アし、夢を追うすべての人にエールを贈ります。
◇◇◇

『 大 正 大 学 地 域 構 想 研 究 所 presents 地 域 人 ラ ジ
オ』
（JFN4局ネット時間違い 東京・仙台・山形・新潟）

◇放送時間 ： 土曜日 20:30-20:55
◇出演者
： 宮本隆治
自然の恵み、豊かな食文化、人のぬくもり、地域の絆…。時間がゆったりと流れる
「地域」に、いま「新しい暮らし方」や「未来を切り拓くアイディア」が生まれています。
地域の魅力を生かした活動に取り組む地域活性化のリーダー＝「地域人」を毎週迎
えて、日本を元気にする秘密を伺っていきます。
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『日曜アートサロン 和錆』
（東京ローカル）

◇放送時間 ： 日曜日 6:00-6:30
◇出演者
： SAKI、タクロー
日曜アートサロン和錆、館長SAKIとパーソナリティーのタクローがゲスト
を迎え、芸術としてのアートにとどまらず、カルチャーから生まれたアート
や、生活に密着したアートなど、あらゆる面からアートを語ります。
◇◇◇

『レコチョク選曲大学』
（東京ローカル）

◇放送時間
◇出演者

： 土曜日 25:30-26:00
： 佐橋佳幸、庄司明弘、山﨑里恵

ギタリスト・佐橋佳幸が学長となり、選曲マスターを目指す大学生たちと、選曲の妙や新しい音楽の楽しみ方
を学んでいく講義形式プログラム。毎回設けられる選曲テーマに、佐橋学長や学生がプレイリストを持ち寄って
意見交換。レコチョクが運営する“dヒッツ”にて紹介する プレイリストを実際に作っていきます。
◇◇◇

『Menicon Music Triangle』
（FM愛知制作番組 JFN3局ネット 東京、愛知、大阪）

◇放送時間
◇出演者

： 金曜日 19:00-19:30
： 川本えこ

見て・聞いて・楽しむを“トライアングル・ワード”に、リスナーとゲスト・アーティストをラジオでつなげるプログ
ラムです。アーティスト自身のベスト3を発表するMMTランキング、リスナーからの質問に答えるMMTメセージボ
ードといったコンテンツを作成、ラジオからさまざまに派生して、リスナーとゲストをつなげていく【ラジオでも、
NETでも楽しめる】という仕掛けで放送だけではなくリスナーと番組をつないでいきます。
◇◇◇

『ON THE PLANET』
（JFNC制作番組）

◇放送時間 ： 月～水曜日 26:00-28:00
◇新出演者 ： 月 テット・ワダ
火 D[d:]
水 村上祐資
地球という惑星を大きなテーマに、地球で、日本で、地域で活躍する人々、音楽をLIVEでご紹介。26時台は
全国各地でこれからブレイクするかもしれない夢を抱いている人々と電話でつないで夢を語り合い、27時台は
音楽に特化してインディーズで頑張っている全国のミュージシャンにも電話でつなぎます。選曲は、洋楽邦楽問
わず、後世に残る楽曲を新旧問わずご紹介します。
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出演者変更
『ＴＩＭＥＬＩＮＥ』

（東京ローカル）

◇放送時間 ： 月～木曜日 19:00-19:52
◇新出演者 ： 月 佐々木俊尚
火 <1.3.5 週> 速水健朗 <2･4 週> 古谷経衡
水 <1.3.5 週> ちきりん <2･4 週> 飯田泰之
木 小田嶋隆
月～木 今井広海（TOKYO FM アナウンサー）
放送開始 5 年目を迎える『TIMELINE』では、出演者を一新し、多種多様な情報を再編集し、その中から新し
い視座を提供する「キュレーション力」に優れた、新時代の論客たちを新パーソナリティに迎えます。
IT・メディア論に強いジャーナリストの佐々木俊尚、若手論客として注目される編集者の速水健朗、政治から
ネット保守まで多岐にわたる評論で注目される古谷経衡、月間 150 万 PV を誇る人気ブロガーのちきりん、若手
経済学者として注目の飯田泰之、独自の辛口批評で支持を集めるコラムニストの小田嶋隆。新時代の論客た
ちが、今日のニュースから、真相と背景を浮き彫りにし、新たな視座を提供していきます。

佐々木俊尚

速水健朗

古谷経衡

ちきりん

飯田泰之

小田嶋隆

時間変更
『SCHOOL OF LOCK! Sunday
長渕 LOCKS! -ROAD TO FUJI-』
（JFN38 局ネット）
◇放送時間 ： 日曜日 23:30-23:55 ※土 22:00 より移動
◇出演者
： 長渕剛、とーやま校長
◇◇◇

『シューカツの王』

（東京ローカル）

◇放送時間 ： 金曜日 19:30-19:55
◇出演者
： 武井壮

※19:00 より移動
◇◇◇

『もっともハートに火をつけて』

（東京ローカル）

◇放送時間 ： 金曜日 17:00-17:25 ※火 21:00 より移動
◇出演者
： GRANRODEO
人 気 ロックバンド「GRANRODEO」ボーカル・KISHOW とギターの e-ZUKA が、熱 い音 楽 談 義 からリ
スナーのむちゃぶりに応 える企 画 まで、FM ラジオの試みの地平線を目指す濃厚な 25 分！
◇◇◇

『どれみふぁ♪ギャップリン』
（東京ローカル）
◇放送時間 ： 日曜日 25:30-26:00 ※火 26:30 より時間移動
◇出演者
： 大地、新貝あやか（こねこねこ）
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