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報道各位

【ＴＯＫＹＯ ＦＭ 2018 年 10 月改編のお知らせ】
夕方ワイド『Skyrocket Company』が 1 時間拡大！3 時間生放送に！
『Skyrocket Company』 20～30 代リスナーに身近なニュースコーナー新設
今、最も勢いのある女優・杉咲花による初のレギュラーラジオ番組が誕生！
日曜朝 9:00～9:30、『杉咲花の Flower TOKYO』 が 10 月 7 日スタート！
TOKYO FM では、「感動を提供し、共感を得る」というステーション理念のもと、2018 年 10 月番組改編
を実施します。編成指針である「番組とリスナーの共感コミュニティ形成」の更なるステージアップを目指
し、加速するデジタルコミュニケーション時代に、当社ターゲットリスナーM1F1 世代との心と心の触れ合
い、直接的なコミュニケ―ション、接点となるクロスポイントを創出していくことを重点課題に置くことで、
この 10 月改編では、主に平日夜帯と週末朝帯のコンテンツ強化を図るべく、リスナーと共に創る番組コ
ミュニティの波状的拡がりを目指してまいります。

◆ 人気夕方ワイド『Skyrocket Company』が 1 時間拡大！3 時間生放送に！
『Skyrocket Company』（月-木曜 17:00-19:52）
「明日への狼煙（のろし）を上げる、ラジオの中の会社」をコ
ンセプトに放送している TOKYO FM 夕方の人気ワイド番組
『Skyrocket Company』の放送時間が 1 時間拡大し、17 時から
3 時間の生放送となります。内容もパワーアップさせ、18 時台
には TOKYO FM のターゲットリスナーである M1F1 層が関心を
寄せるニュースを深掘りする「スカロケニュース調査部」や、19
時台にはオフィスで残業しながら聴いているリスナーに元気を
チャージする「スカロケ残業応援部」などの新コーナーも放送。
番組放送開始 6 年目を迎え、さらに働くリスナーの生活に寄り
添った内容へとリニューアルいたします。パーソナリティは、マ
ンボウやしろ（本部長）、浜崎美保（秘書）。

◆ 今、最も勢いのある女優・杉咲花による初のレギュラーラジオ番組が誕生！
『杉咲花の Flower TOKYO』（日曜 9:00-9:30）
日曜 9:00 は、10 月 5 日（金）に公開の映画『パーフェクトワールド 君といる奇跡』
で主演をつとめるなど、今、日本で最も勢いがある女優のひとり、杉咲花による初の
冠レギュラーラジオ番組がスタート。「ラジオ番組を持つことが夢だった」というほどラ
ジオ愛にあふれる杉咲花が、念願のラジオパーソナリティデビュー！映画・ドラマで
の演技とは一味違う“素顔”のトークと、自ら選曲を担当したり、リスナーからのお悩
み相談に挑戦したりと、ラジオならではの企画にも挑戦していきます。

なお、今回の改編率は 4.3％（出演者・企画変更含む）となります。
以下、2018 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。
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新

番
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『杉咲花の Flower TOKYO』
（東京ローカル）

◇放送時間 ： 日曜日 9:00-9:30
◇出演者
： 杉咲花
今、日本で最も勢いがある女優のひとり、杉咲花による初の冠レギュラーラジオ番
組がスタートします。もともとラジオが大好きで、「ラジオ番組を持つことが夢だった」と
いう杉咲花が念願のラジオパーソナリティデビューを果たします。番組タイトル
『Flower TOKYO』も杉咲花本人が自ら命名。映画・ドラマでの演技とは一味違う“素
顔”のトークを展開したり、自ら選曲を担当したり、リスナーからのお悩み相談にも挑
戦したりと、ラジオならではの様々な企画に挑戦します。
◇◇◇

『ＧＩＮＺＡ ４ ＳＴＵＤＩＯ STAR SPECIAL』
（JFN38 局フルネット・各局時間違い）

◇放送時間 ： 土曜日 12:30-12:55
◇出演者
： 立花裕人
西洋文化の発信源であり、日本伝統芸能も息つぐ銀座 4 丁目に新たに誕生した
「nu dish Deli & Cafe」。併設された「GINZA 4 STUDIO」での LIVE に出演する宝塚歌
劇団 OG と常連客・立花裕人のここだけの会話を毎週お届けします。
新放送サービス i-dio のフラッグシップチャンネル「TS ONE」で 8 月から放送中のプ
ログラムが TOKYO FM/JFN38 局に登場！
◇◇◇

『ヒロとハルキの「オトナのＷｏｎｄｅｒｌａｎｄ」』
（JFN3 局ネット・各局時間違い）
◇放送時間 ： 火曜日 25:00-25:30
◇出演者
： 加藤ヒロ 白山治輝
企業経営者であり、シンガーソングライターでもある、加藤
ヒロの番組がリニューアル。パートナーに人気ロックバンド
「Brian the Sun」のベーシスト白山治輝を迎え、20 歳以上、年
の離れた２人がお互いに影響を受けてきた音楽・映画・本・舞
台などを紹介。世代間ギャップを楽しむオトナなトーク番組。
◇◇◇

『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
： 奥田民生（10 月マンスリーパーソナリティ）
月替りでアーティストがパーソナリティをつとめるレギュラー番組『Monthly Artist
File-THE VOICE』（毎週日曜 15:00-15:25 TOKYO FM／JFN 系列全国 38 局ネット）
では 10 月のパーソナリティを「奥田民生」が担当します。新レーベル「ラーメンカレ
ーミュージックレコード」を立ち上げるなど、常に新しい試みに挑戦し続ける奥田民
生の素顔が垣間見られるかもしれないトークは必聴です。
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出演者変更
『クロノスＷＩＺ』
（東京ローカル）

◇放送時間 ： 月曜-金曜日 5:00-5:55
◇出演者
： ケリーアン
2018 年 4 月にスタートした、早起きリスナーや朝活リスナーに向けてその日の気分に
ぴったりのプレイリストと”朝活”ネタをチャージする『クロノス WIZ』、月曜から水曜まで
担当していたケリーアンが、月曜から金曜までの平日 5 日間を担当することになりまし
た。その日最速のニュースと天気予報、5 時の目覚めに気持ちいいプレイリスト選曲で、
フレッシュな朝のひとときを。
◇◇◇

『クロノス』
（JFN38 局フルネット・一部東京ローカル）

◇放送時間 ： 月曜-金曜日 6:00-8:55
◇出演者
： 中西哲生（月-木）、速水健朗（金）、綿谷エリナ（月-金）
朝 6 時からのニュース・情報ワイドプログラム『クロノス』。メインパーソナリティは、今
までどおり月曜から木曜までがスポーツジャーナリストの中西哲生、金曜は編集者の速
水健朗がつとめます。これまで木曜と金曜のアシスタントを務めていた綿谷エリナが、
10 月からは月曜から金曜までの 5 日間通しのアシスタントとなり、平日朝のニュース強
化を図ります。

時間変更
『Skyrocket Company』
（東京ローカル）

◇放送時間
◇出演者

： 月曜-木曜日 17:00-19:52 （※19:00 より放送時間拡大）
： マンボウやしろ（本部長）、浜崎美保（秘書）
◇◇◇

『MURO presents KING OF DIGGIN’』
（東京ローカル）

◇放送時間
◇出演者

： 水曜日 25:30-26:00 （※土曜日 27:30 より移動）
： MURO、MACKA-CHIN
◇◇◇

『RADIO DRAGON-NEXT-』
（東京ローカル）

◇放送時間
◇出演者

： 金曜日 27:00-29:00 （※木曜日 26:00 より移動）
： 菅野結以

以上

