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報道各位  
 

 
 

【【ＴＴＯＯＫＫＹＹＯＯ  ＦＦＭＭ  22001177 年年 1100 月月改改編編ののおお知知ららせせ】】  
FFMM 史史上上最最長長寿寿番番組組！！放放送送開開始始 5500 周周年年記記念念ププロロジジェェククトト！！  
『『JJEETT  SSTTRREEAAMM』』、、平平日日早早朝朝５５時時かかららのの再再放放送送をを新新設設！！  

世世代代をを超超ええてて愛愛さされれるる顔顔ぶぶれれがが、、TTOOKKYYOO  FFMM 番番組組にに続続々々ラライインンナナッッププ！！  

ポポルルノノググララフフィィテティィ！！（（1100 月月ママンンススリリーー））    MMrrss  GGRREEEENN  AAPPPPLLEE！！  

衛衛藤藤美美彩彩（（乃乃木木坂坂 4466））！！  丸丸山山茂茂樹樹がが新新番番組組！！  

新新放放送送 ii--ddiioo のの高高音音質質チチャャンンネネルル「「TTSS  OONNEE」」のの新新感感覚覚音音楽楽番番組組もも登登場場！！  

岡岡村村靖靖幸幸＆＆小小出出祐祐介介『『PPRREEMMIIUUMM  OONNEE』』、、『『JJ--BBRREEAAKK  sseelleecctteedd  bbyy  TTSS  OONNEE』』  
  

  

  

  

 
 

 

TOKYO FMでは、ステーションメッセージである「アースコンシャス～地球を愛し、感じるこころ」、「ヒュー

マンコンシャス～生命を愛し、つながるこころ」という理念のもと、秋の番組改編を 10 月１日(日)より行いま

す。日毎に激化する超多メディア時代に対応したコンテンツ編成を実現することで、TOKYO FM のコアター

ゲットである M1F1 層を軸に、その前後世代、新規リスナー獲得へ向けたコミュニケーションデザインをさらに強

化しながら、より強固な「共感コミュニティ形成」の拡大に向け取り組んでまいります。 
 

◆◆放放送送開開始始 5500 周周年年のの感感謝謝をを込込めめてて・・・・・・期期間間限限定定でで、、早早朝朝５５時時かからら再再放放送送！！  

『『JJEETT  SSTTRREEAAMM<<再再放放送送>>』』（（月月--金金 55::0000--55::5555））  

今年7月3日（月）にFM史上最長となる放送開始50周年を迎えた『JET STREAM』。

これまで多くのリスナーの皆様に愛され、”午前零時の音楽の定期便”は続いてきまし

た。そこで 50年間の感謝を込めて、ウイークデーの早朝 5時から、期間限定で再放送

をスタートします。『JET STREAM』が創出する、唯一無二の世界観に触れていただく絶

好の機会を、どうぞご期待ください。 

 

 

◆◆ポポルルノノググララフフィィテティィ！！乃乃木木坂坂 4466 衛衛藤藤美美彩彩！！ゴゴルルフファァーー・・丸丸山山茂茂樹樹！！新新顔顔がが続続々々！！  

土土曜曜 2255::0000 衛衛藤藤美美彩彩（（乃乃木木坂坂 4466））がが TTOOKKYYOO  FFMM にに！！『『ジジュュググララーーのの波波』』、、  

日日曜曜 77::3300 ププロロゴゴルルフファァーー丸丸山山茂茂樹樹のの異異色色ララジジオオ始始動動！！『『SSUUNNDDAAYY  BBAACCKK  NNIINNEE』』、、  

日日曜曜 1122::0000 日日大大芸芸術術学学部部ととのの産産学学連連携携番番組組ががススタターートト！！『『ババスス旅旅
タビ

スストト』』  

水水曜曜 2233::1100 人人気気ババンンドド MMrrss..  GGRREEEENN  AAPPPPLLEE  「「ミミセセスス LLOOCCKKSS!!」」  （（『『SSCCHHOOOOLL  OOFF  LLOOCCKK!!』』））  

  
 

 

 

 

 

 

TOKYO FMにはこの秋、世代を超えて共感を呼ぶ新番組が続々スタートします。まず土曜 25時からスタート

する『ジュグラーの波～なぜ衛藤美彩はラジオで数字を学ぶのか？～』では、乃木坂 46 の人気メンバーで自

身も高校時代に簿記の勉強をしていた衛藤美彩が、気鋭の公認会計士・澤昭人と一緒に、日常に潜む数字か
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ら楽しく「常識的な経済知識」を学びます。日曜 7 時 30 分からは、世界的に活躍するプロゴルファー丸山茂樹

が「スポーツ」、「ビジネス、「エンタテイメント」など様々な分野の第一線で活躍する方々をゲストに迎える異業

種マッチプレー的な新番組『五洋ホールディングス presents SUNDAY BACK NINE』、日曜12時からはTOKYO 

FM がウェルネット、日本大学芸術学部放送学科と産学連携し、放送外の分野でも企画・開発を進める異色バ

ス旅番組『バス旅スト presented by ウェルネット』がスタートします。また番組開始13年目を迎えるラジオの中

の学校『SCHOOL OF LOCK!』 （月-木22:00-23:55/金 22:00-22:55）では、新しい「アーティスト講師」として、10

代を中心に絶大な人気を誇る Mrs. GREEN APPLEを迎え、「ミセス LOCKS!」」（毎週水曜 23:10～23:25）がスタ 

ートします。 

◆◆新新放放送送 ii--ddiioo のの高高音音質質チチャャンンネネルル「「TTSS  OONNEE」」のの良良質質音音楽楽ココンンテテンンツツをを楽楽ししももうう！！ 
  

TOKYO FM グループで昨年スタートした新放送“i-dio（アイ

ディオ）”の高音質チャンネル「TS ONE」の中から特に人気の

高い 2 つの音楽番組を TOKYO FM でもリテイク版で放送。岡

村靖幸＆小出祐介（Base Ball Bear）が出演する『～TS ONE 

selection～PREMIUM ONE』、そして『J-BREAK selected by TS 

ONE』（初回は 10 月 27 日放送）がスタート。『～TS ONE 

selection～PREMIUM ONE』では、岡村靖幸と小出祐介が毎回

テーマに沿った選曲をそれぞれが持ち寄ってお届けする音楽

レコメンデーション・プログラム。また、『J-BREAK selected by 

TS ONE』では、音楽業界注目の新人の楽曲やブランニューヒ

ッツ、フューチャーヒッツをノンストップでオンエアしていきます。 

    

なお、今回の改編率は 4.6％（出演者・企画変更含む）となります。 

以下、2017年 10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。 

 

             新 番 組 

 

『ジュグラーの波～なぜ衛藤美彩はラジオで数字を学ぶのか？～』  
（東京ローカル）  

◇放送時間 ： 土曜日 25:00-25:30 

◇出演者 ： 衛藤美彩（乃木坂 46）、澤 昭人 
 

 

高校時代に簿記を勉強した経験もある衛藤美彩（乃木坂 46）と一

緒にクイズ形式で楽しく「常識的な経済知識」を学んでみません

か？売上累計部数 70万部超の人気シリーズ『簿記検定に面白

いほど受かる本』著者で気鋭の公認会計士・澤 昭人と一緒に、

日常に潜む「数字」にまつわる様々なことを学びながら一般常識

としての「経済」を学び、”オトナの女”への成長を目指します！  

 

 

 

 

                                        ◇◇◇ 

『五洋ホールディングス presents  

SUNDAY BACK NINE』  
（東京ローカル）  
◇放送時間  ： 日曜日 7:30-7:55  

◇出演者    ： 丸山茂樹 

世界的に活躍するプロゴルファー丸山茂樹がTOKYO FMでラジオパーソナリテ

ィに挑戦！「スポーツ」「ビジネス」「エンタテインメント」など様々な分野の第一

線で活躍する方々をゲストに迎えて異業種マッチプレー！ここでしか聴けない

対談をお届けしていきます。 
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                                        ◇◇◇ 
 

『バス旅
タビ

スト presented by ウェルネット』  
（JFN38局フルネット）  
◇放送時間  ： 日曜日 12:00-12:25  

◇出演者    ： 森中慎也 

TOKYO FM がウェルネット、日本大学芸術学部と企画・制作を行う産

学連携のラジオ番組。パーソナリティは、日本大学芸術学部放送学科

教授の森中慎也。毎週バスの旅をこよなく愛する「バス旅スト」たちを

紹介しながら、日本全国「バス旅」の楽しさや豆知識、旅先の情報、旅

を彩る音楽などをご紹介。放送外でもアプリ開発等、様々な分野で連携を深めていきます。 

 

                                        ◇◇◇ 
 

『Monthly Artist File -THE VOICE-』  
（JFN38 局フルネット）  
◇放送時間  ： 日曜日 15:00-15:25  

◇出演者    ： ポルノグラフィティ (10月マンスリー)  

毎月１組のアーティストがマンスリーパーソナリティとして登場し、この

番組でしか聴けない音楽に対する思いや自身のルーツ、楽曲の制作

秘話などを語る新・音楽番組。趣味やライブのためにしている体力づ

くり、オフの話など、音楽以外のトークから意外な素顔が飛び出すか

も？10月のマンスリーアーティストは、ポルノグラフィティ。10月 25日

に 11枚目のオリジナルアルバム『BUTTERFLY EFFECT』 をリリース

する彼らの“ここだけの話”は必聴です！ 

 

                                        ◇◇◇ 
 

『～TS ONE selection～PREMIUM ONE』  
（東京ローカル）  
◇放送時間  ： 日曜日 21:00-21:55 

◇出演者    ： 岡村靖幸、小出祐介（Base Ball Bear） 

昨年開始した新放送サービス“i-dio（アイディオ）”の音楽チャンネル

「TS ONE」で放送している番組を TOKYO FMでも楽しめるようになり

ました！以前から親交があり、『愛はおしゃれじゃない/岡村靖幸 w 

小出祐介』をリリースしたことでも知られるシンガーソングライターの

岡村靖幸と小出祐介（Base Ball Bear）が、毎回テーマに沿った選曲

をそれぞれが持ち寄ってお届けする音楽レコメンデーション・プログ

ラムです。 

 

                                        ◇◇◇ 

 

『加藤ヒロの Fighting on the Edge～ぼくと音楽とビジネスと～』 

（TOKYO FM・FM熊本） 
◇放送時間  ： 土曜日 27:30-28:00 

◇出演者    ： 加藤ヒロ、桑原りさ 

企業経営者であり、現役のミュージシャンでもある加藤ヒロと、熊本

出身・クッキー製造業も営むラジオパーソナリティの桑原りさが、 

毎回著名な企業経営者をゲストに招き、経営論や人生の成功談・失

敗談などを交えながらプライベートな一面（例えば好きな音楽など）

について語り合うプログラムです。 
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◇◇◇ 
 

『ミセスLOCKS!』 from 『SCHOOL OF LOCK!』  

（JFN38局フルネット） 
◇放送時間  ： 水曜日 23:10-23:25 

◇出演者    ： Mrs. GREEN APPLE 
 

今年 10 月で番組開始 13 年目を迎える、ラジオの中の学校

『SCHOOL OF LOCK!』で、日替わりで人気アーティストが講師を担

当している23時台の水曜日の枠に、新たな講師を迎えます。今年

も新木場・スタジオコーストにて行われ、大盛況のうちに終了した

10 代限定夏フェス「未確認フェスティバル 2017」での圧倒的なライ

ブパフォーマンスも記憶に新しい、5 人組バンド・Mrs. GREEN 

APPLEが新講師を担当！ 

 

◇◇◇ 
 

『J-BREAK selected by TS ONE』  
（JFN38局フルネット ※初回放送は10/27～） 

◇放送時間  ： 金曜日 23:30-23:55 

◇出演者    ： 瀬戸真矢 
 

今、音楽業界でも注目の新人アーティストのあの曲、J-POPのブランニューヒッツ、

や、「近い将来必ず来る！」フューチャーヒッツをノンストップでオンエアします。 

新放送サービス“i-dio（アイディオ）”の音楽チャンネル「TS ONE」で放送している

人気音楽番組が TOKYO FM でもお楽しみいただけます！ 
 

 

時間変更 
 

 

 

『715』 
（東京ローカル） 
◇放送時間  ： 土曜日 27:00-27:30 ※土曜日 27:30から開始時間変更 

◇出演者     ： DJ KAORI 

◇◇◇ 

 

『いのちの森 voice of forest』  
（JFN38局フルネット・時間違い） 
◇放送時間 ： 日曜日 5:30-5:55 ※日曜日 7:30より移動 

◇出演者    ： 高橋万里恵 鎮守の森のプロジェクト 

 

◇◇◇ 
 

『五線譜の解体新書』  
（東京ローカル） 
◇放送時間 ： 日曜日 20:00-20:30 ※日曜日 21:30より移動 

◇出演者    ： 加納有沙 

◇◇◇ 
 

『澤本・権八のすぐに終わりますから。』 
（東京ローカル）  
◇放送時間 ： 木曜日 25:00-25:30 ※土曜日 25:00より移動 

◇出演者    ： 澤本嘉光 権八成裕 

◇◇◇ 
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『シン 鷹の爪団の世界征服ラヂヲ』  
（TOKYO FM・エフエム山陰・FM 高知） 
◇放送時間 ： 木曜日 25:30-26:00 ※木曜日 25:00より移動 

◇出演者    ： FROGMAN 

 

◇◇◇ 
 

『ブリアサヴァランの食卓』  
（東京ローカル） 
◇放送時間 ： 金曜日 17:30-17:55 ※金曜日 23:30より移動 

◇出演者    ： 小山薫堂 

◇◇◇ 
 

『chay ハートステーション』  
（東京ローカル） 
◇放送時間 ： 金曜日 19:30—19:55 ※日曜日 20:00より移動 

◇出演者    ： chay 

 

 
 

                                                                              以上 
 

                  


