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報道各位  
 

 
 

開開局局5500周周年年イイヤヤーー幕幕開開けけをを飾飾るる、、大大型型改改編編““第第一一弾弾””発発表表！！  

【【TTOOKKYYOO  FFMM  22002200 年年春春のの番番組組改改編編】】  
  

  

▶▶1100 代代番番組組『『SSCCHHOOOOLL  OOFF  LLOOCCKK!!』』がが新新パパーーソソナナリリテティィをを迎迎ええ大大型型リリニニュューーアアルル！！  

    GGEENNEERRAATTIIOONNSS・・小小森森隼隼がが教教頭頭就就任任＆＆OOffffiicciiaall 髭髭男男 ddiissmm もも新新講講師師にに！！  

▶▶秋秋元元康康がが総総監監修修のの新新番番組組ススタターートト！！豪豪華華ゲゲスストトがが平平日日深深夜夜 11 時時にに生生対対談談！！  

秋秋元元康康指指名名ののゲゲスストト２２人人がが台台本本ななししののガガチチ生生トトーークク！！『『TTOOKKYYOO  SSPPEEAAKKEEAASSYY』』  

▶▶リリリリーー・・フフラランンキキーー、、土土曜曜夕夕方方 1166 時時新新番番組組！！『『リリリリーー・・フフラランンキキーー「「ススナナッックク  ララジジオオ」」』』  

▶▶月月曜曜かからら木木曜曜のの夜夜 2200 時時、、報報道道ワワイイドド番番組組『『TTOOKKYYOO  SSLLOOWW  NNEEWWSS』』ススタターートト！！  

▶▶SSDDGGssかからら考考ええるるササスステテナナブブルルなな生生活活提提案案！！木木曜曜 1111時時 3300分分『『ササスステテナナ＊＊デデイイズズ』』  

▶▶TTOOKKYYOO  FFMM 開開局局 5500 周周年年記記念念ププロロググララムム！！日日曜曜 1188 時時『『TTrruuee  SSttoorriieess』』  

▶▶SSEEKKAAII  NNOO  OOWWAARRII、、オオカカダダ・・カカズズチチカカ、、鈴鈴木木おおささむむ＆＆TTHHEE  RRAAMMPPAAGGEE・・陣陣、、

ss****tt  kkiinnggzz、、UUUUUUMM 専専属属ククリリエエイイタターー・・ぁぁぃぃぁぁぃぃほほかか新新番番組組続続々々ススタターートト！！  
 

 

TOKYO FM では 2020 年春の番組改編を実施します。本年 4 月 26 日に開局 50 周年を迎えるにあたり、

新たなステーション・タグライン、「Life Time Audio 80.0」（ライフ・タイム・オーディオ・エイティー・ポイント・

ゼロ）を掲げます。コアターゲットを＜男女 18～49 才＞に設定し、伝わる言葉と心に届く音楽で生活者の

日々を豊かにするオーディオ・コンテンツを常に発信しながら、若年層から幅広い層までリスナーの人生

に寄り添いながら、心豊かな物語を共に紡いでいく“エンゲージメント・オーディオ・メディア”の価値を高め

てまいります。 

この新しいタグラインのもと、2020 年春の番組改編では、ラジオのエントリー層である 10 代ターゲットの

看板番組『SCHOOL OF LOCK!』が番組開始 15 周年の節目にレギュラーパーソナリティ及びアーティスト

出演者を刷新。現在圧倒的人気を誇る Official 髭男 dism、注目アイドルグループ豆柴の大群のレギュラ

ーコーナーもスタートします。平日深夜 1 時台は秋元康総監修の日替わり豪華ゲスト 2 組による生放送の

対談番組『TOKYO SPEAKEASY』。さらに、世の中との繋がりを一層深めることを目的として、平日夜 20

時に報道ワイド番組『TOKYO SLOW NEWS』、木曜午前 11時 30分に SDGs提唱番組『サステナ＊デイズ』、

金曜 12 時からは、鈴木おさむ＆THE RAMPAGE・陣が贈る 3 時間の大型チャート番組『JUMP UP 

MELODIES TOP20 supported by Ginza Sony Park』を新設。また、リリー・フランキー、SEKAI NO OWARI、

オカダ・カズチカ他、発信力とキュレーション力のある出演者を迎えた個性豊かな新番組。TOKYO FM 開

局 50 周年記念番組『True Stories』など、幅広い世代が楽しめる TOKYO FM ならではの様々なオーディ

オ・コンテンツを新たにラインナップします。 

なお、2020 年 4 月の番組改編率は、25％となります（新番組・出演者変更・時間変更を含む）。 

装い新たな TOKYO FM に、ご期待ください。 
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◆◆  新新校校長長・・新新教教頭頭就就任任！！1155 周周年年イイヤヤーーのの新新たたななるる””ララジジオオのの中中のの学学校校““始始動動！！    

『『SSCCHHOOOOLL  OOFF  LLOOCCKK!!』』（（月月--金金 2222::0000--2233：：5555））  
 

  ““全全国国のの 1100 代代のの未未来来のの鍵鍵をを握握るるももううひひととつつのの学学校校！！””ををココンンセセ

ププトトにに、、TTOOKKYYOO  FFMM  ををははじじめめととすするる JJFFNN3388 局局ネネッットトでで放放送送中中ののララ

ジジオオ番番組組『『SSCCHHOOOOLL  OOFF  LLOOCCKK!!』』はは、、ここのの 44 月月かからら新新ししいい校校長長・・教教頭頭

をを迎迎ええてて始始動動ししまますす。。““ささかかたた校校長長””ここととおお笑笑いい芸芸人人・・ササンンシシャャイインン

のの坂坂田田光光、、““ここももりり教教頭頭””こことと GGEENNEERRAATTIIOONNSS  ffrroomm  EEXXIILLEE  TTRRIIBBEE のの

小小森森隼隼のの 22 人人がが新新校校長長・・新新教教頭頭にに就就任任しし、、1100 代代とと新新たたななココミミュュニニケケ

ーーシショョンンをを図図りりまますす。。 

 

 

『『ヒヒゲゲダダンン LLOOCCKKSS!!  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  カカルルピピススウウォォーータターー』』((水水 2233::1100 頃頃--))  
『『SSCCHHOOOOLL  OOFF  LLOOCCKK!!』』でではは、、「「未未確確認認フフェェスステティィババルル 22001188」」やや、、「「ブブララババンン

LLOOCCKKSS!!」」にに出出演演ししてていいたた大大人人気気アアーーテティィスストト、、「「ヒヒゲゲダダンン」」こことと OOffffiicciiaall 髭髭男男 ddiissmm

がが、、満満をを持持ししてて SSCCHHOOOOLL  OOFF  LLOOCCKK！！講講師師にに就就任任。。44 月月 11 日日（（水水））よよりり、、毎毎週週水水曜曜

にに登登場場ししまますす。。  

  

  

『『豆豆柴柴 LLOOCCKKSS!!』』((月月--木木  2222::5555--2233::0000))  
テテレレビビ番番組組のの企企画画かからら生生ままれれたた WWAACCKK のの新新アアイイドドルルググルルーーププ、、豆豆柴柴のの大大群群にによよるるレレ

ギギュュララーーココーーナナーーががススタターートト！！毎毎週週月月曜曜～～木木曜曜のの 2222 時時 5555 分分かかららのの 55 分分ココーーナナーーでで、、

メメンンババーーがが暴暴れれままくくるる!!??  

ささららにに、、ここのの『『豆豆柴柴 LLOOCCKKSS!!』』はは拡拡大大版版がが音音声声配配信信アアププリリ『『JJFFNN  PPAARRKK』』ににてて配配信信さされれ

まますす。。ここちちららももおお楽楽ししみみにに！！  

  

 

◆◆  秋秋元元康康指指名名のの 22 人人にによよるる深深夜夜のの生生対対談談番番組組、、44 月月 66 日日（（月月））放放送送開開始始！！    

『『TTOOKKYYOO  SSPPEEAAKKEEAASSYY』』（（月月--木木 2255::0000--2266::0000））  
作作詞詞家家・・秋秋元元康康がが指指名名すするる 22 人人ののゲゲスストトがが深深夜夜にに 11 時時間間のの生生対対談談をを行行うう新新番番組組

『『TTOOKKYYOO  SSPPEEAAKKEEAASSYY』』がが 44 月月 66 日日（（月月））深深夜夜 2255 時時かかららススタターートトししまますす。。番番組組のの舞舞台台はは、、

禁禁酒酒法法のの時時代代ののアアメメリリカカでで、、ひひそそかかにに経経営営さされれてていいたたババーー「「SSPPEEAAKKEEAASSYY（（ススピピーーククイイーー

ジジーー））」」ををイイメメーージジししたた架架空空ののババーー、、『『TTOOKKYYOO  SSPPEEAAKKEEAASSYY』』。。ここここにに、、毎毎晩晩俳俳優優・・女女優優・・アア

ーーテティィスストト・・政政治治家家、、起起業業家家・・メメデディィアアププロロデデュューーササーーななどど、、名名だだたたるるゲゲスストトがが 22 人人ずずつつ訪訪

れれ、、ここのの場場ででししかか語語れれなないい様様々々なな話話をを繰繰りり広広げげまますす。。台台本本ななしし、、初初対対面面あありり、、生生放放送送。。放放

送送をを聴聴くくままででわわかかららなないい、、ままささにに予予定定調調和和ををぶぶっっここわわすす、、6600 分分間間ののガガチチ““生生””トトーークク番番組組でで

すす。。  
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◆◆  ジジャャーーナナリリスストト・・伊伊藤藤詩詩織織ららココメメンンテテーータターーもも登登場場、、新新報報道道ワワイイドド番番組組ががススタターートト。。  

『『TTOOKKYYOO  SSLLOOWW  NNEEWWSS』』（（月月--木木  2200::0000--2211::0000））  

夜夜 2200 時時かかららののワワイイドド番番組組ととししてて 33 月月 3300 日日（（月月））かからら新新報報道道ワワイイドド

番番組組『『TTOOKKYYOO  SSLLOOWW  NNEEWWSS』』がが放放送送開開始始ししまますす。。パパーーソソナナリリテティィはは

『『TTIIMMEE  LLIINNEE』』やや『『速速水水健健朗朗ののククロロノノスス・・フフラライイデデーー』』ななどどをを担担当当ししててきき

たたラライイタターー・・編編集集者者のの速速水水健健朗朗ががつつととめめまますす。。ささららにに、、毎毎週週木木曜曜はは

週週替替わわりりででパパーートトナナーーをを迎迎ええてておお届届けけししまますす。。パパーートトナナーーはは伊伊藤藤詩詩

織織（（11・・55 週週目目））、、堤堤未未果果（（22 週週目目））、、カカリリンン西西村村（（33 週週目目））、、浜浜田田敬敬子子（（44

週週目目））ががそそれれぞぞれれ担担当当しし、、独独自自のの視視点点かかららニニュューーススをを深深掘掘りりししてていい

ききまますす。。ままたた、、ここのの番番組組でではは、、ススロローーニニュューースス株株式式会会社社のの協協力力ののももとと、、

「「調調査査報報道道」」ななどど、、即即時時性性ののああるるニニュューーススだだけけででははなないい報報道道のの形形もも

提提示示ししてていいききまますす。。  

  

◆◆  SSDDGGss かからら考考ええるる、、ササスステテナナブブルルなな未未来来へへののヒヒンントトをを毎毎週週木木曜曜昼昼にに発発信信！！  

『『ササスステテナナ＊＊デデイイズズ』』（（木木  1111：：3300--1133：：0000））  

毎毎週週木木曜曜昼昼 1111 時時 3300 分分かからら、、新新番番組組『『ササスステテナナ**デデイイズズ』』をを放放送送ししまますす。。

ここのの番番組組でではは、、22001155 年年 99 月月にに国国連連ササミミッットトでで採採択択さされれたた「「持持続続可可能能なな開開発発

目目標標＝＝SSDDGGss」」のの 1177 ののゴゴーールルにに真真摯摯にに取取りり組組むむ様様々々なな企企業業のの事事業業活活動動をを

応応援援すするるととととももにに、、社社会会変変革革ののアアククシショョンンををササポポーートトししななががらら、、ララジジオオななららでで

ははののアアンンググルルでで、、私私たたちちがが等等身身大大ででででききるるささりりげげなないいササスステテナナブブルル生生活活のの

ヒヒンントトをを探探っってていいききまますす。。パパーーソソナナリリテティィはは、、地地元元のの逗逗子子でで、、子子どどももたたちちにに

““自自然然遊遊びび””ががででききるる場場をを提提供供すするる一一般般社社団団法法人人「「そそっっかか」」のの共共同同代代表表でで、、

自自身身もも 33 児児のの母母ででももああるる小小野野寺寺愛愛ががつつととめめ、、「「子子どどももたたちちにに、、どどんんなな未未来来をを

ババトトンンタタッッチチででききるるかか？？」」ををリリススナナーーとと一一緒緒にに考考ええてていいききまますす。。  

（（撮撮影影：：YYuuiicchhii  YYaammaasshhiittaa））  

  

◆◆  YYoouuTTuubbeerr ププララッットトフフォォーーママーー「「UUUUUUMM」」ととのの連連動動番番組組、、鈴鈴木木おおささむむ＆＆陣陣（（TTHHEE  

RRAAMMPPAAGGEE  ffrroomm  EEXXIILLEE  TTRRIIBBEE))のの音音楽楽番番組組、、中中西西哲哲生生＆＆横横山山ルルリリカカにによよるるエエ

ンンタターーテテイインンメメンントト発発信信番番組組ほほかか、、新新番番組組がが続続々々！！  
このほかにも TOKYO FM ではこの春、新出演者・新番組が続々と登場します。 

4 月 3 日（金）のお昼 12 時からは、放送作家の鈴木おさむと、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE の陣がパ

ーソナリティをつとめる音楽チャート番組『JUMP UP MELODIES TOP 20 supported by Ginza Sony Park』がスタ

ートします。そのあと金曜 15 時からは、スポーツジャーナリストの中西哲生とタレントの横山ルリカによる新番

組『TOKYO TEPPAN FRIDAY supported by Ginza Sony Park』が放送を開始します。この 2 つの番組は、銀座・

数寄屋橋交差点にある Ginza Sony Park（銀座ソニーパーク）内のトレイラーハウス（エアストリーム）を改造した

サテライトスタジオ TOKYO FM | Ginza Sony Park Studio からの生放送となります。（※現在は、コロナウイルス

感染拡大防止のため、サテライトスタジオの運用を休止中です。再開は未定です。） 

さらに、週末の日曜夜23時 30分からは、YouTuber プラットフォーマー「UUUM」との連動番組『うむラジ』がス

タートします。UUUM 専属クリエイター・ぁぃぁぃをパーソナリティに迎え、週末の終わり、日曜 23 時 30 分からの

25 分間に新しいコンテンツを提案していきます。 

 

以下、2020 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。 
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             新 番 組 

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

◇出演者   ： さかた校長（サンシャイン・坂田光） 、 

こもり教頭（GENERATIONS from EXILE TRIBE・小森隼） 

“全国の 10 代の未来の鍵を握るもうひとつの学校！”をコンセ

プトに、新パーソナリティのさかた校長・こもり教頭が、人気アー

ティストやタレントをレギュラー講師陣に迎え、TOKYO FM をは

じめとする JFN38 局ネットで放送中のラジオ番組です。2005 年

10 月の番組開始以来、ラジオと WEB、時にイベントや出版も連

動させた内容でネット世代の若者を中心に支持を得ている人気

番組です。 

 

 

 

『ヒゲダン LOCKS! supported by カルピスウォーター』  
（JFN38 局フルネット） 
◇放送時間 ： 水曜日 23:10 頃 （『SCHOOL OF LOCK!』内） 

◇出演者    ： Official 髭男 dism 

 

 

 

 

『豆柴 LOCKS!』  
（TOKYO FM ほかネット） 
◇放送時間 ： 月-木曜日 22:55-23:00 （『SCHOOL OF LOCK!』内） 

◇出演者    ： 豆柴の大群 

 

 

 

                                      ◇◇◇ 

『TOKYO SPEAKEASY』  
（JFN34 局ネット）  
◇放送時間  ： 月曜日-木曜日 25:00-26：00  

◇出演者   ： 日替わりゲスト 2 人 

◇番組監修  ： 秋元康 

作詞家・秋元康が指名する 2 人のゲストが深夜に 1 時間の生対談を行う新番組

『TOKYO SPEAKEASY』が 4 月 6 日（月）深夜 25 時からスタートします。番組の舞台

は、禁酒法の時代のアメリカで、ひそかに経営されていたバー「SPEAKEASY（スピ

ークイージー）」をイメージした架空のバー、『TOKYO SPEAKEASY』。ここに、毎晩

俳優・女優・アーティスト・政治家、また起業家・メディアプロデューサーなど、名だた

るゲストが 2 人ずつ訪れ、この場でしか語れない様々な話を繰り広げます。台本な

し、初対面あり、生放送。放送を聴くまでわからない、まさに予定調和をぶっこわす、

60 分間のガチ“生”トーク番組です。  
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                                      ◇◇◇ 

『TOKYO SLOW NEWS』  
（東京ローカル）  
◇放送時間 ： 月曜日-木曜日 20：00-21:00 

◇出演者 ： 速水健朗、木曜日週替わりパートナー 

（1・5 週目：伊藤詩織、2 週目：堤未果、3 週目：カリン西村、4 週目：浜田敬子） 
 

夜 20 時からのワイド番組として 3 月 30 日（月）から新報道ワイド番組

『TOKYO SLOW NEWS』が放送開始します。パーソナリティは『TIME LINE』や

『速水健朗のクロノス・フライデー』などを担当してきたライター・編集者の速

水健朗がつとめます。さらに、毎週木曜は週替わりでパートナーを迎えてお

届けします。パートナーは伊藤詩織（1・5 週目）、堤未果（2 週目）、カリン西

村（3週目）、浜田敬子（4週目）がそれぞれ担当し、独自の視点からニュース

を深掘りしていきます。また、この番組では、スローニュース株式会社の協

力のもと、「調査報道」など、即時性のあるニュースだけではない報道の形を

提示していく番組でもあります。 

 

                                      ◇◇◇ 

『サステナ＊デイズ』  
（東京ローカル）  
◇放送時間 ： 木曜日 11：30-13：00 

◇出演者 ： 小野寺愛 

この番組では、2015 年 9 月に国連サミットで採択された「持続可能な開

発目標＝SDGs」の17のゴールに真摯に取り組む様々な企業の事業活動を

応援するとともに、社会変革のアクションをサポートしながら、ラジオならで

はのアングルで、私たちが等身大でできるさりげないサステナブル生活のヒ

ントを探っていきます。パーソナリティは、地元の逗子で、子どもたちに“自

然遊び”ができる場を提供する一般社団法人「そっか」の共同代表で、自身

も 3 児の母でもある小野寺愛がつとめ、「子どもたちに、どんな未来をバトン

タッチできるか？」をリスナーと一緒に考えていきます。 
 

（撮影：Yuichi Yamashita） 

 

                                      ◇◇◇ 

『JUMP UP MELODIES TOP 20  

supported by Ginza Sony Park』  
（東京ローカル）  
◇放送時間 ： 金曜日 12：00-14：55  

◇出演者 ： 鈴木おさむ、陣（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE） 
 

人気放送作家としてコンテンツの今を創り続けている鈴木おさむと、

次世代を担うアーティストTHE RAMPAGEのリーダー・陣が、新たな音

楽チャート番組をスタート。音楽ストリーミングサービスspotifyの協力

のもと、今週アクセスが急上昇した上位20曲を、Ginza Sony Park（銀

座ソニーパーク）内のトレイラーハウス（エアストリーム）を改造したサ

テライトスタジオTOKYO FM | Ginza Sony Park Studioからカウントダ

ウンしていきます（※）。仕事や勉強で1週間がんばったあなたに、今、

まさに人気を集め心をつかんでいる音楽20曲をまとめてチャージ。今だからこそ話を聞きたい、ここでしか出演

しない、旬のゲストも生登場。金曜昼に「今」をフル充電、あなたをバージョンアップして充実した週末を迎えまし

ょう！ 
※TOKYO FMでは現在、新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、TOKYO FM | Ginza Sony Park Studioからの公開生放送

を取り止め、半蔵門のTOKYO FMアースギャラリーからの放送に変更させていただいております。公開生放送の再開につきまし

ては、追ってアナウンスをさせていただきます。 
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                                      ◇◇◇ 

『TOKYO TEPPAN FRIDAY  

supported by Ginza Sony Park』  
（東京ローカル）  
◇放送時間 ： 金曜日 15：00-16：55 

◇出演者 ： 中西哲生、横山ルリカ 
 

リスナーに“より良い週末”を提案する2時間。東京の中心銀座から発信

する 週末のエンタテイメントに特化したプログラム。とびっきり贅沢な週末

から、ちょっとマニアックな週末の過ごし方まで、東京で繰り広げられるさま

ざまなカルチャー、スポーツ、エンタテイメントをGinza Sony Park（銀座ソニ

ーパーク）内のトレイラーハウス（エアストリーム）を改造したサテライトスタ

ジオTOKYO FM | Ginza Sony Park Studioから幅広く紹介する、2020年の週

末テッパン情報番組です。（※） 
※TOKYO FMでは現在、新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、TOKYO FM | Ginza Sony Park Studioからの公開生放送

を取り止め、半蔵門のTOKYO FMアースギャラリーからの放送に変更させていただいております。公開生放送の再開につきまし

ては、追ってアナウンスをさせていただきます。 

 

                                      ◇◇◇ 

『GRANRODEO のまだまだハートに火をつけて』  
（東京ローカル）  
◇放送時間 ： 火曜日:21：00-21:30 

◇出演者 ： GRANRODEO 
 

結成 15 周年イヤーを迎えた人気ロックユニット「GRANRODEO」の番組が

TOKYO FM に帰ってきました！若い奴には“まだまだ”負けられないと、

KISHOW(谷山紀章)と e-ZUKA(飯塚昌明)の 2 人が“まだまだ”ハートに“火”

をつけて“火”曜日にお届けします。熱い音楽談義から、話題の(？)ヅカ俳

句まで、15 周年イヤーに精力的に活動する彼らの最新情報もいち早くお届

けしていくファン待望のプログラムです。 

 

                                      ◇◇◇ 

『s**t kingz のダンサーだってしゃべりたい』  
（東京ローカル）  
◇放送時間 ： 火曜日:21：30-21:55 

◇出演者 ： s**t kingz（シットキングス） 
 

世界的に評価されているダンスパフォーマンスグループ s**t kingz が 

“ダンス以外”の世界にも全力でトライする番組。普段は”魅せる”ダンスパフ

ォーマンスをする彼らの目には見えない魅力を、トークと音楽、そしてそれぞ

れの個性光る表現力で、余すところなくお伝えしていきます。 

 

                                     ◇◇◇ 

『大家志津香のしーちゃんねる！』  
（東京ローカル）  
◇放送時間 ： 木曜日 27：00-27：30 

◇出演者 ： 大家志津香（AKB48） 
 

AKB48 大家志津香が担当していた番組「ウィズモ！-WIZ MOMENT-」がこの 4 月から

リニューアル！時にはスタジオを飛び出して、ラジオロケをやってみたり、今まで以上に

コアなゲストをお迎えして、マニアックなトークも展開。ラジオを通じて様々なチャレンジを

していきます。 
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                                      ◇◇◇ 

『志磨遼平のラジオ』  
（東京ローカル）  
◇放送時間 ： 木曜日 27：30-28：00 

◇出演者 ： 志磨遼平（ドレスコーズ） 
 

今年でメジャーデビュー10 周年を迎えたドレスコーズ 志磨遼平が、まるで自宅にい

るかのような気軽な気持ちで夜な夜な“だだ喋り”。好きなレコードをかけたり本の話をし

たり、時には誰かが遊びにきたり。1K・12 畳の部屋から届ける期間限定のラジオです。 
                                      ◇◇◇  

『佐藤二朗のいい部屋ジロー』  
（東京ローカル）  
◇放送時間 ： 土曜日 11：00-11：25 （※日曜 15 時 55 分より時間移動・拡大） 

◇出演者 ： 佐藤二朗 

毎週日曜に放送していた毎週 5 分間の俳優・佐藤二朗のリスナー相談番組が、土曜

昼 11 時に移動して 25 分番組に拡大！佐藤二朗が「いい部屋ジロー」の“大家”となり、

これまで以上にリスナーの悩みに応えていきます！ 

 
                                      ◇◇◇  

『新番組（タイトル未定）』  
（東京ローカル）  
◇放送時間 ： 土曜日 12：30-12：55 

◇出演者 ： マギー 
 

現在、ファッションモデルや女優だけではなく、自身でアパレルブランドやソイプロテイン

ブランドをプロデュースするなど、あらゆるジャンルで活躍の場を拡げているマギーの新番

組がスタート。そんな彼女が「Love myself」、「Open my mind」、「Create me」をテーマに、美

のプロフェッショナルをゲストに招いて、「カラダとココロの BEAUTYのあり方」や「ビューティ

ーメソッド」を語り尽くします！女性として、一人の人間としての美しさを軽やかにアップデ

ートできる、本物のキレイを目指すための BEAUTY 情報が満載の番組です。 

 

 

                                      ◇◇◇ 

『リリー・フランキー「スナック ラジオ」』 
（JFN38 局フルネット）  
◇放送時間 ： 土曜日 16：00～16：55 

◇出演者 ： リリー・フランキー 
 

土曜の夕方、ラジオの中に浮かび上がるスナック「スナック ラジオ」。リリー・フラン

キーが店主となり、時にゲストが顔を出したり、掃除をしながら音楽をかけたり...とりと

めもなく、楽しく賑やかな開店準備の時間を、皆さんにお聴かせします。 
                                      ◇◇◇ 

『Monthly Artist File -THE VOICE-』  
（JFN37 局ネット）  
◇放送時間 ： 土曜日 17：00-17：55 

◇出演者 ： 月替わりアーティスト（4 月：LOVE PSYCHEDELICO） 
 

アーティストが期間限定パーソナリティをつとめるレギュラー番組『Monthly 

Artist File-THE VOICE-』。毎月旬なアーティストがラジオでしか話せない、レコ

ーディング秘話や楽曲制作に込めた思いなどを話します。ここだけの話が満載

の 55 分をどうぞお楽しみに！ 
 

 

 



 

 

PRESS RELEASE 

                                 2020年 3月 25日 

8/10 

                                      ◇◇◇ 

『Jazz Reminiscence』  
（東京ローカル）  
◇放送時間 ： 土曜日 27：30～28：00 

◇出演者 ： 山中千尋 

 「もっと気軽に、おしゃれに、日常的に Jazzを…」をコンセプトに、歴史をくぐり抜

けてきた往年の名盤から、今をリードする新進気鋭の新作まで、 わかりやすい解

説やこぼれ話と共に、Jazz の魅力に迫っていきます。 

 

                                      ◇◇◇ 

『オカダ・カズチカ SUNDAY RAINMAKER』  
（東京ローカル）  
◇放送時間 ： 日曜日 6:00-6：30 

◇出演者 ： オカダ・カズチカ 
 

端正な顔立ちと強靭な肉体で、これまでプロレスに興味のなかった女性層の心も掴んだ

プロレスラー、オカダ・カズチカがこれまでラジオと縁遠かった人をもラジオに巻き込む 30

分のトーク番組です。プロレス界にカネの雨を降らせる男が日曜日の朝、ラジオから元気

のシャワーを雨のように降らせます。 

 

                                     ◇◇◇ 

『丸園音楽堂』  
（東京ローカル）  
◇放送時間 ： 日曜日 8:30-8：55 

◇出演者 ： 丸山桂里奈 前園真聖 

「スポーツと音楽は夫婦である。」をコンセプトに、さまざまなスポーツの応援

ソングを紹介する番組。元サッカー日本代表の前園真聖と、元女子サッカー日

本代表で、２０１１年ワールドカップドイツ大会の優勝メンバーである丸山桂里奈

のサッカーコンビが、お互いの押し曲をぶつけ合います。 

 

                                      ◇◇◇ 

『SEKAI NO OWARI “The House”』  
（JFN38 局フルネット）  
◇放送時間 ： 日曜日 12:00-12：25 

◇出演者 ： SEKAI NO OWARI 

『SCHOOL OF LOCK!』で約8年間のアーティスト“講師”をつとめてきた

SEKAI NO OWARIの新レギュラー番組がスタート！2020年4月でCDデビュー

10周年を迎えるセカオワの4人が、まるで家のリビングで話すかのような和や

かな空気感でお届けしていきます。 

 

                                      ◇◇◇ 

『キリン一番搾り 全国パーソナリティ 

「これが私の一番おいしい！」リレー』  
（JFN38 局フルネット）  
◇放送時間 ： 日曜日 15：50～15：55 

◇出演者 ： 浜崎美保 

JFN全国38局のパーソナリティが、自身の「ビールがおいしい！と感じる瞬間」と、それを

彩る地元ならではのグルメを紹介する番組。毎週リレー形式で全国の人気ラジオパーソナ

リティが登場します。聴けば、飲みたくなる！食べたくなる！全国各地に行ってみたくな

る！ 
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                                      ◇◇◇ 

TOKYO FM 開局 50 周年記念番組 

『True Stories』  
（東京ローカル）  
◇放送時間 ： 日曜日 18：00～18：55 

◇出演者 ： 週替わりゲスト 

◇ナビゲーター：鈴木杏 

この50年間、この街で、TOKYO FMと時空を共にしながら、東京の音・情景・文化を生み

出してきたカルチャーの担い手、50人に1年間をかけて毎週インタビュー。今だから言える

“あの時”のストーリー、そこにあった音楽から、垣間見える当時の東京の街、それぞれの

人生に影響を与えた情景や出来事を伺っていきます。 

 

                                      ◇◇◇ 

『うむラジ』  
（JFN38 局フルネット）  
◇放送時間 ： 日曜日 23：30～23：55 

◇出演者 ： ぁぃぁぃ 

TOKYO FMと、UUUMがコラボレーションした新番組！ UUUM専属クリエイター・ぁぃぁぃを

パーソナリティに迎え、音声配信ソーシャルアプリ「REC.」による音声投稿でリスナーからメッ

セージを募集していきます。 

 

時間変更 
 

 

 

『水樹奈々のMの世界』 
（JFN2局ネット） 
◇放送時間  ： 月曜日 21:00-21:30 （月曜日 25：00-25：30 から時間移動） 

◇出演者    ： 水樹奈々 

                                      ◇◇◇ 

『DIG GIG TOKYO！』 
（東京ローカル） 
◇放送時間  ： 月曜日 21:30-21:55 （土曜日 25:30 より時間移動） 

◇出演者    ： ファーストサマーウイカ 

                                      ◇◇◇ 
 

『MURO presents KING OF DIGGIN’』  
（東京ローカル） 
◇放送時間 ： 水曜日 21:00-21:30 （※水曜日 25:30 より時間移動） 

◇出演者    ： MURO、MACKA-CHIN 
                                      ◇◇◇ 

『LDH PERFECT YEAR 2020 RADIO』  
（東京ローカル）  
◇放送時間 ： 木曜日:21：00-21:30 （土曜日 12 時 30 分より時間移動・拡大） 

◇出演者 ： EXILE MAKIDAI 
 

 

                                      ◇◇◇ 

『LiSA LOCKS!』  
（JFN38 局フルネット） 
◇放送時間 ： 金曜日 23:00 頃 （※SCHOOL OF LOCK!平日 2 週目 22 時 15 分枠より時間移動） 

◇出演者    ： LiSA 
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                                      ◇◇◇ 

『ミセス LOCKS!』  
（JFN38 局フルネット） 
◇放送時間 ： 火曜日 23:10 頃 （『SCHOOL OF LOCK!』内）（水曜同時間枠より時間移動） 

◇出演者    ： Mrs. GREEN APPLE 
                                      ◇◇◇ 

『ヘアメイク河北裕介のBe Yourself』 
（東京ローカル）  
◇放送時間  ： 金曜日 19:30-19:55 （木曜日 25:30 より時間移動） 

◇出演者    ： 河北裕介 

                                      ◇◇◇ 

『アレキサンド LOCKS!』  
（JFN38 局フルネット） 
◇放送時間 ： 金曜日 22:30-22:45 （※『SCHOOL OF LOCK!』火曜 23 時 10 分枠より時間移動） 

◇出演者    ： [Alexandros] 
                                      ◇◇◇ 

『Memories＆Discoveries』  
（東京ローカル）  
◇放送時間 ： 月曜日-木曜日 28:00-29：30 

 （※月曜日-水曜日 28：00－29：30、金曜 5 時 00 分-5 時 30 分より時間拡大） 

◇出演者 ： 朝倉あき 

                                      ◇◇◇ 
 

『セブンカフェ presents SOUND IN MY PREMIUM LIFE』 
（東京ローカル）  
◇放送時間 ： 土曜日 9:30-9:55 （※日曜日 8:30-8：55 より移動） 

◇出演者    ： 本上まなみ 
 

                                      ◇◇◇ 
『WILKINSON “Only One Music”』  
（JFN3 局ネット）  
◇放送時間 ： 土曜日 12：55-13：00 （※土曜 10 時 50 分より時間移動） 

◇出演者 ： 島村仁 
 

                                      ◇◇◇ 

『JACK IN THE RADIO』  
（東京ローカル） 
◇放送時間 ： 土曜日 25:30-26:00 （※月曜日 25:30-26：00 より時間移動） 

◇出演者    ： 逹瑯（MUCC）  

                                      ◇◇◇ 

『FAMILY DISCO』  
（東京ローカル）  
◇放送時間 ： 日曜日 9:00-9：30 （※金曜日 19：30－19：55 より時間移動） 

◇出演者 ： DJ OSSHY 

 

              

以上 


