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報道各位  
 

 
 

【【ＴＴＯＯＫＫＹＹＯＯ  ＦＦＭＭ  22001166 年年 1100 月月改改編編ののおお知知ららせせ】】  
  

木木村村カカエエララ 77 年年ぶぶりりののレレギギュュララーーララジジオオ、、日日曜曜午午後後 33 時時にに登登場場!!!!  

『『木木村村カカエエララ  ccoossmmiicc☆☆rraaddiioo』』  （（日日 1155::0000--1155::3300  JJFFNN 系系列列全全国国 3388 局局ネネッットト））  

絶絶大大人人気気““RRAADDWWIIMMPPSS””・・  新新進進女女優優““永永野野
な が の

芽芽
め

郁郁
い

””がが SSOOLLにに!!!!  

『『SSCCHHOOOOLL  OOFF  LLOOCCKK!!』』  （（月月--金金 2222::0000--  JJFFNN 系系列列全全国国 3388 局局ネネッットト））  
  

  

  

  

 
 

 

TOKYO FM では、10 月１日(土)より秋の番組改編を行います。「感動を提供し、共感を得る」という放送

理念のもと、当社コアターゲット M1F1 層リスナーの開拓・獲得にさらに注力するべく、全国ネット枠で人気

アーティストのレギュラー番組を新たにラインナップ致します。若者リスナーの間でますます増加傾向にあ

るスマートフォン聴取に一層注力するべく、当社が昨年立ち上げたオウンド・ニュースメディア「TOKYO FM

＋（プラス）」が今月 iPhone アプリを配信開始しており、新番組との連動も一層強化。放送を軸にした SNS

の積極活用、番組発のニュース配信など、リスナーとの共感のタッチポイントをさらに拡大化させ、

TOKYO FM ブランドを一層強化してまいります。 

◆◆『『木木村村カカエエララ  ccoossmmiicc☆☆rraaddiioo』』（（日日 1155::0000--1155::3300  全全国国 3388 局局ネネッットト））  

 同世代女性から圧倒的人気を誇る女性アーティスト・木村カエラがパ

ーソナリティをつとめるレギュラーラジオ番組『木村カエラ cosmic☆radio』

(毎週日曜日 15:00～15:30 放送／TOKYO FM をはじめ JFN38 局フルネッ

ト)を、10 月 2 日(日)よりスタートします。木村カエラにとって、7 年ぶりの全

国ネットの FM レギュラー番組となります。 

オリジナリティ溢れる音楽活動で、多くの若者の共感を得ている木村カ

エラ。そんな彼女の新番組のタイトルは、自ら命名しました。 

「大好きな単語『cosmic』には宇宙、とか無限大という意味があります。

番組を通して、みんなと無限大につながれたらいいな！」というメッセージ

も。どうぞお楽しみに。 

◆◆RRAADDWWIIMMPPSS！！永永野野
な が の

芽芽
め

郁郁
い

！！『『SSCCHHOOOOLL  OOFF  LLOOCCKK!!』』にに人人気気者者がが続続々々登登場場！！    
 

10 代に絶大な人気を誇るラジオの中の学校

『SCHOOL OF LOCK!』 番組スタート 12 年目

を迎え、新たなアーティスト、旬な女優が加わ

りました。月曜から木曜までの 22 時台、ラジ

オの中の女子クラス『GIRLS LOCKS!』 （月-

木 22:15-22:25）1 週目を新たに担当すること

になったのは、モデルだけでなく CM、ドラマと

大活躍中の永野芽郁。10 月 3 日（月）から”初

登校”します。 

また、日替わりでアーティストが”講師”となって、生徒（リスナー）にむけて様々な”講義”を展開する

『ARTIST LOCKS!』 （月-木 23:05-22:25）の水曜日を RADWIMPS が担当することになりました。今年を代

表する大ヒットとなった映画『君の名は。』の主題歌、劇伴を担当したことでも話題の RADWIMPS が 2011

年 5 月以来、5 年ぶりに『SCHOOL OF LOCK!』 のレギュラーアーティスト講師としてカムバック！現在大ヒ

ット公開中の映画『君の名は。』の主題歌 「前前前世 (movie ver.)」も、いち早くオンエアしていきます。 
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なお、今回の改編率は 5％（出演者・企画変更含む）となります。以下、2016 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  
 

『BUSTALGIA presented by WELLNET』 
（JFN38局フルネット） 
◇放送時間  ： 日曜日 12:00-12:25 

 

 昨今テレビのバラエティ番組でも注目されている「路線バスの旅」。気ままに出かけて、その土地の文

化やローカルフードに出会うバスの旅は、ローコストであることはもちろん、車窓からの風景をじっくり味わ

えることなど、魅力が満載です。そしてそこには、バスの旅特の郷愁＝ノスタルジーがあります。そんなバ

ス旅の魅力を、旅情を誘うイメージミュージックとともに、モノローグでお届けします。 

 

◇◇◇ 

『木村カエラ cosmic☆radio』  
（ JFN38 局フルネット）  

◇放送時間 ： 日曜日 15:00-15:30 

◇出演者 ： 木村カエラ 

 木村カエラ 7 年ぶりの全国フルネットレギュラー番組が始動！オリジナリティ溢れる

木村カエラワールド全開、近況やプライベートトークはもちろん、リスナーからのメッセ

ージ、恋愛の悩みから人生相談まで幅広く受け付けます！彼女が大好きだという言葉「cosmic＝無限大」

よろしく、全国のリスナーと無限に繋がる 30 分！ 
 
 

 

 

◇◇◇ 
 

『松任谷正隆の楽しいラジオ』  
（東京ローカル） 

◇放送時間  ： 日曜日 21:00-21:55  

◇出演者    ： 松任谷正隆、中井美穂 

 

 松任谷正隆がプロデューサー目線で、今気になるゲストをお迎えし、そのパーソナリティに深く斬りこむ

55 分。週替わりのゲストに教えていただくのは「みんなに伝えたい”自慢の○○”」。モノ・人・コトにまつわ

る価値観やこだわりを、ゲストの方に心ゆくまで誇り高く披露していただきます。番組の締めくくりには、松

任谷正隆が、その”人となり”にぴったり寄り添うテーマ曲をセレクトし、プレゼント。あの人の人生を彩る

「パーソナルミュージック」は、どんな曲なのでしょうか？ 

 

◇◇◇ 

『Let’s TS PLAY! powered by TS ONE』  
（東京ローカル） 
◇放送時間  ： 金曜日 16:30-16:55 

◇出演者    ： MISATO 

 

 今年 3 月にスタートした新放送 i-dio（アイディオ）のチャンネル「TS ONE」のレギュラー

プログラムは、岡村靖幸&小出祐介（Base Ball Bear）、溝口肇、小沼ようすけ、宮本笑里ら幅広いジャンル

のアーティストたちが選曲、レコメンデーションしています。この番組では、その週に放送された「TS ONE」

のプレイリストの中から、週替わりで番組の一部をピックアップしていきます。 
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◇◇◇ 
 

『野沢雅子 IN MY WORLD』  
（8 局ネット）  
◇放送時間  ： 土曜日 20:00-20:30  

◇出演者    ： 野沢雅子 夏野愛子 

 

 アニメ、声優ブームがにほんを代表するカルチャーとなって声優を志す若者が増加する今、

『ゲゲゲの鬼太郎』（鬼太郎役）、『ど根性ガエル』（ひろし役）、『銀河鉄道 999』（星野鉄郎役）、『ドラゴンボー

ル』シリーズ（孫悟空役）…日本の声優界の第一人者でキャリア 50 年の野沢直子が「声優になるための心が

け」や「女優と声優の違い」など、「声優」にまつわる様々な疑問・質問に答えていきます。 

 

◇◇◇ 

『団塊 ザ・ミュージック』 
(東京ローカル） 

◇放送時間  ： 毎月第 1 金曜日 4:00-6:00 

◇出演者    ： クリス松村、長門芳郎（「PIDE PIPER HOUSE」店長）                          
 

レコードをはじめ CD/DVD など 2 万枚以上を所有する音”楽”家（おんらくか）＝音

楽愛好家としても知られるクリス松村と、1975 年～1989 年まで青山骨董通りにあっ

た伝説のレコード店「PIED PIPER HOUSE」の店主・長門芳郎による新番組。ラジオから流れる Good Ｍｕｓｉｃ、

Oldies ｂｕt Goodies そして最新音楽シーンのポップチューンまで…番組でオンエアする楽曲は、今の若い世

代でもブームとなっているアナログ・レコードを含めてセレクトしていきます。 

 

時間変更 
 

 

『防災 FRONTLINE』  
（東京ローカル） 

◇放送時間 ： 金曜日 21:55-22:00 ※土曜日 8:55 より移動 

◇出演者   ： 古賀涼子（TOKYO FM アナウンサー） 
 

◇◇◇ 
 

『IMAGINE RECORDS』 
（JFN38局フルネット） 
◇放送時間  ： 金曜日 23:30-23:55 ※日曜日 12:00 より移動 

◇出演者    ： ケリー隆介 
 

◇◇◇ 
 

『JOGLIS』  
（東京ローカル） 

◇放送時間 ： 土曜日 7:00-7:20 ※土曜日 6:50 より移動 

◇出演者   ： 柴田幸子（TOKYO FM アナウンサー） 

 

以上 


