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報道各位  
 

 
 

【【ＴＴＯＯＫＫＹＹＯＯ  ＦＦＭＭ  22001188 年年 44 月月改改編編ののおお知知ららせせ】】  
朝朝ワワイイドド『『ククロロノノスス』』がが大大幅幅リリニニュューーアアルル！！朝朝５５時時台台にに生生放放送送ププレレ番番組組をを新新設設！！  

朝朝５５時時『『ククロロノノスス WWIIZZ』』ススタターートト！！新新出出演演者者にに、、ケケリリーーアアンン＆＆綿綿谷谷エエリリナナ！！  

DDRREEAAMMSS  CCOOMMEE  TTRRUUEE 中中村村正正人人 77 年年ぶぶりりののレレギギュュララーー番番組組ががススタターートト！！  

『『ＥＥＮＮＥＥＯＯＳＳ  pprreesseennttss  DDRREEAAMMSS  CCOOMMEE  TTRRUUEE 中中村村正正人人のの EENNEERRGGYY  ffoorr  AALLLL』』  

世世代代をを超超ええてて共共感感をを呼呼ぶぶ、、個個性性豊豊かかなな新新出出演演者者がが続続々々登登場場！！    

SSHHIISSHHAAMMOO、、AAqqoouurrss、、小小森森隼隼（（GGEENNEERRAATTIIOONNSS））、、OOKKAAMMOOTTOO’’SS、、田田中中麗麗奈奈、、皆皆藤藤愛愛子子  他他  
  

  

  

  

 
 
 

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」、この理念のもと春の番組改編を 4 月１日(日)より行います。

2018 年 4 月改編キャッチに、“Life WIZ RADIO”を掲げ、来る 2020 年に向けてターゲットリスナーの M1F1

層のライフスタイル、価値観、メディアへの接し方が劇的に変化している中で、TOKYO FM はリスナーの

Life＝「生活」、「人生」、「命」にいつも寄り添っている、そんなオンリーワンのステーション像を一層強化す

る新番組・新出演者をラインナップ致します。また、TOKYO FM が 4 月上旬から提供開始する独自の IP サイ

マルサービス（＊後日詳細発表）も加味させることで、新しいラジオ体験も楽しんでもらいながら、ラジオ新時代

にコミュニケーション・リテラシーの高い新規リスナー獲得を目指してまいります。 

 
 

◆◆  朝朝ワワイイドド『『ククロロノノスス』』がが大大幅幅リリニニュューーアアルル！！朝朝５５時時台台にに生生放放送送ププレレ番番組組をを新新設設！！  

朝朝５５時時『『ククロロノノスス WWIIZZ』』ススタターートト！！新新出出演演者者にに、、ケケリリーーアアンン＆＆綿綿谷谷エエリリナナ！！  

『『ククロロノノスス  WWIIZZ』』（（月月--金金 55::0000--55::5555））『『ククロロノノスス』』（（月月--金金 66::0000--88::5555））  
TOKYO FM 朝のジャーナルワイド番組『クロノス』が 4 月から大幅リニューア

ル！ターゲットリスナーのライフスタイルに変化が出始め、早起き化～早朝出勤

のマーケットにシフトするべく、平日早朝 5 時台に生放送枠を新設し、プレ番組

『クロノス WIZ』をスタート。早起きリスナー、朝活リスナーが求める国内外の最新

ニュース＆天気予報、毎日の目覚めに相応しい選曲をお届けします。 

出演は、モデル兼 DJ のケリーアン（月-水）、8 か国語を操る国際派 DJ・綿谷

エリナ（木-金）というグローバルな感性に秀でた 2 名が曜日別で登場します。さ

らに、6 時からのレギュラー『クロノス』（6:00-8:55 月-木・中西哲生／金・速水健

朗）のアシスタントも担当します。 

  

  

◆◆  DDRREEAAMMSS  CCOOMMEE  TTRRUUEE 中中村村正正人人 77 年年ぶぶりりののレレギギュュララーー番番組組ががススタターートト！！  

『『ＥＥＮＮＥＥＯＯＳＳ  pprreesseennttss  DDRREEAAMMSS  CCOOMMEE  TTRRUUEE 中中村村正正人人

のの EENNEERRGGYY  ffoorr  AALLLL』』（（日日曜曜 1133::0000--1133::5555））  

日日曜曜 1133::0000 はは、、DDRREEAAMMSS  CCOOMMEE  TTRRUUEE 中中村村正正人人ををパパーーソソナナリリテティィにに迎迎ええ、、再再来来年年にに

迫迫っったた東東京京 22002200 オオリリンンピピッックク・・パパララリリンンピピッッククにに向向けけててのの発発信信拠拠点点ととししてて、、音音楽楽ののパパワワ

ーーでで元元気気ととエエーールルをを届届けけるる新新番番組組ををススタターートト。。毎毎週週ワワンンテテーーママをを設設けけてて珠珠玉玉ののププレレイイ

リリスストトをを披披露露すするるほほかか、、ゲゲスストトににはは吉吉田田美美和和やや、、東東京京 22002200 へへのの出出場場をを目目指指すすアアススリリ

ーートトたたちちをを迎迎ええななががらら、、ここここででししかか聴聴けけなないいススペペシシャャルルなな音音楽楽談談義義をを繰繰りり広広げげまますす！！  
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◆◆SSHHIISSHHAAMMOO！！  AAqqoouurrss！！  小小森森隼隼（（GGEENNEERRAATTIIOONNSS））！！  OOKKAAMMOOTTOO’’SS！！  

田田中中麗麗奈奈！！  皆皆藤藤愛愛子子！！  JJOOYY！！  武武田田玲玲奈奈！！  新新出出演演者者がが続続々々登登場場！！！！  

TOKYO FM でこの春、世代を超えて共感を呼ぶ新出演者・新番組が続々と登場します。まず、ラジオの中の

学校『SCHOOL OF LOCK!』 （月-金 22:00-）では、新アーティスト講師として、10 代から圧倒的人気を誇る

SHISHAMO、Aqours が加わります！3 ピースロックバンド・SHISHAMO は、毎週金曜 22 時 15 分から

『SHISHAMO LOCKS!』をスタート。また、人気アニメ「ラブライブ！サンシャイン!!」の声優ユニット・Aqourｓは、毎

月 1 週目『Aqours LOCKS!』に出演。10 代リスナーたちと新たなコミュニティを築いていきます。 

放送作家・鈴木おさむがお届けしている金曜の生ワイド番組『よんぱち』（金13:00-16:30）の新アシスタントに

は GENERATIONS の小森隼が登場！金曜 18 時からは『OKAMOTO’S SHOCK THE RADIO』、個性派人気バ

ンド OKAMOTO’S が「未来に残したい新定番＝フューチャースタンダード」をテーマにゲストを迎えます。金曜

17 時からは異なるジャンルで活躍する二人の対談プログラム『キュレーターズ～マイスタイル×ユアスタイル

～』、ナビゲーターは新たに女優・田中麗奈が担当し、生活をより豊かにするヒントを探ります。 

土曜 11 時からは『秋元才加と JOY の Weekly Japan!!』。新たに JOY が加わり、生活に身近な情報から政府

の取り組みをわかりやすくお伝えします。日曜 10 時 30 分からは皆藤愛子がパーソナリティをつとめる『YKK AP 

presents 皆藤愛子の窓 café』がスタート。火曜 21 時 30 分からの『NOVA presents ENGLISH JUKEBOX』では、

洋楽で楽しく英語を学ぶ番組の新アシスタントとして、女優・モデルの武田玲奈が登場します。  
 

 

なお、今回の改編率は 7.2％（出演者・企画変更含む）となります。 

以下、2018 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 

『クロノス WIZ』  
（東京ローカル）  
◇放送時間  ： 月曜日-金曜日 5:00-5:55  

◇出演者   ： ケリーアン（月-水）、綿谷エリナ（木-金） 

ターゲットリスナーの平日早起き化～早朝出勤のマーケットにシフトするべく、

平日早朝 5 時台に生放送枠を新設し、プレ番組『クロノス WIZ』をスタート。早起

きリスナー、朝活リスナーが求める国内外の最新ニュース＆天気予報、毎日の

目覚めに相応しい選曲をお届けします。出演は、モデル兼 DJ のケリーアン（月-

水）、8 か国語を操る国際派 DJ・綿谷エリナ（木-金）というグローバルな感性に

秀でた 2 名が曜日別で登場します。 

 

『クロノス』 
（JFN38 局ネット ※一部ローカル）  
◇放送時間  ： 月曜日-金曜日 6:00-8:55  

◇出演者    ： 中西哲生（月-木）、速水健朗（金） 

           ケリーアン（月-水）、綿谷エリナ（木-金） 

朝 6 時からの『クロノス』は、今までどおり月曜から木曜までの

メインパーソナリティ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。新アシスタントには、5

時台『クロノス WIZ』に引き続き、ケリーアン（月-水）、綿谷エリ

ナ（木-金）が担当します。 

 

                                      ◇◇◇ 

『ＥＮＥＯＳ presents 

 DREAMS COME TRUE 中村正人の ENERGY for ALL』  
（JFN38 局ネット＋山梨放送＋和歌山放送）  

◇放送時間 ： 日曜日 13:00-13:55 ※一部放送時間違い 

◇出演者 ： 中村正人（DREAMS COME TRUE） 
 

DREAMS COME TRUE 中村正人が国や年代、ジャンルを超えて全国のリスナーに

おすすめしたいグッドミュージック、毎週ワンテーマを設けて音楽の楽しさとエナジーを

リスナーとシェアするミュージックプログラム。東京 2020 オリンピック・パラリンピックの

ゴールドパートナーであるＥＮＥＯＳとタッグを組んで、すべての人に音楽の力を通じて

熱いエネルギーを届けていきます。                                         

 

                                      ◇◇◇ 

『SHISHAMO LOCKS!』 from 『SCHOOL OF LOCK!』  
（JFN38 局ネット）  
◇放送時間  ： 金曜日 22:15-22:30 

◇出演者    ： SHISHAMO 

ラジオの中の学校『SCHOOL OF LOCK!』で、新たに加わる

アーティスト講師は『SCHOOL OF LOCK!』リスナーにも絶大な

人気を誇る 3 ピースロックバンドの SHISHAMO。毎週金曜

『SHISHAMO LOCKS!』をスタート。音楽に加え「講義」を通して、

10 代リスナーにエールを贈ります。 
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                                      ◇◇◇ 

『Aqours LOCKS!』 from 『SCHOOL OF LOCK!』 
（JFN38 局ネット）  
◇放送時間  ： 毎月第 1 週 

◇出演者    ： Aqours  

人気アニメ「ラブライブ！サンシャイン!!」の声優ユニット・Aqourｓが、『SCHOOL OF 

LOCK!』 の新講師に登場します！これまでも 2 度『SCHOOL OF LOCK!』 にゲストとし

て登場し、10 代リスナーも大盛り上がりだった Aqours。いったいラジオの中の学校で

どんな授業を繰り広げてくれるのでしょうか？どうぞご期待ください！ 

 

 

出演者変更 
 

『三井ホーム presents  

キュレーターズ～マイスタイル×ユアスタイル～』  
（東京ローカル）  
◇放送時間  ： 金曜日 17:00-17:25  

◇出演者    ： 田中麗奈 

ミュージシャンやデザイナー、作家、俳優、職人など異なるフィールドを舞台に活躍

する二人の対談から、上質な暮らしに合うアイディアを見つけていきます。ナビゲー

トするのは女優の田中麗奈。確かな審美眼をもつ”キュレーター”たちから、彼女が

導き出していくものとは？どうぞお楽しみに。 

 

                                      ◇◇◇ 
 

『OKAMOTO’S SHOCK THE RADIO』  
（JFN9 局ネット・時間違い）  
◇放送時間  ： 金曜日 18:00-18:25  

◇出演者    ： OKAMOTO’S  

ロックはもちろんポップス、ファンク、ヒップホップも取り入れた変幻自

在で唯一無二な音楽が人気のロックバンド OKAMOTO’S が「未来に残

したい新定番＝フューチャースタンダード」をテーマにゲストを迎えなが

ら、音楽やファッションなど何かと移り変わりの早い時代において、これ

からのスタンダードとして残していきたい「名作」や「名品」を提案してい

くラジオ番組です。 

  

                                      ◇◇◇ 
 

『よんぱち-48HOURS-』  
（東京ローカル）  
◇放送時間  ： 金曜日 13:00-16:30 

◇出演者    ： 鈴木おさむ、小森隼(GENERATIONS) 

週末 48 時間を遊び尽くすためのヒント満載でお届けしている金曜午後の生

ワイド番組『よんぱち-48HOURS-』。メインパーソナリティをつとめる放送作家

の鈴木おさむの新アシスタントとして、人気グループ GENERATIONS のメンバ

ー・小森隼を迎えます。「歌って踊れるアシスタント」としての新境地はいか

に！？どうぞご期待ください。 

 

 

                                      ◇◇◇ 
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『NOVA presents ENGLISH JUKEBOX』 

（JFN3局ネット・時間違い） 
◇放送時間  ： 火曜日 21:30-21:55 

◇出演者    ： 加藤友朗、武田玲奈 

アメリカで活躍する現役の外科医で洋楽を中心とした音楽を愛する加

藤友朗とともに、洋楽で楽しく英語を学ぶ番組。パーソナリティには女優・

モデルの武田玲奈が登場！洋楽の最新ヒット曲の意味を知りながら、英

語の表現や言い回しを、楽しく学んでいきましょう！ 

 

                                      ◇◇◇ 
 

『秋元才加とJOYのWeekly Japan!!』  

（JFN38局ネット・時間違い） 
◇放送時間  ： 土曜日 11:00-11:25 

◇出演者    ： 秋元才加、JOY 
 

番組パーソナリティの秋元才加が、生活に身近な情報や政府の取り

組みをわかりやすくお伝えする番組、『秋元才加の Weekly Japan!!』。 

生活に密着したトークをゲストと繰り広げ、私たちの暮らしに必要な情報

をお届けしています。この 4 月からは、タレントの JOY が新たに加わり、

秋元才加と二人で、身近な情報や政府の取組みについて学んでいきま

す。 

 

                                      ◇◇◇ 
 

『YKK AP presents 皆藤愛子の窓café』  
（JFN38局ネット） 

◇放送時間  ： 日曜日 10:30-10:55 

◇出演者    ： 皆藤愛子 
 

日曜日のブランチタイムに、フリーアナウンサーの皆藤愛子がラジオの中のカフ

ェで、毎週様々なお客様とお届けするプログラム。心地いい音楽と、皆藤愛子がゲ

ストと繰り広げる会話に、のんびりと耳を傾けてみませんか？ 

 
 

 

 

                                      ◇◇◇ 
 

『松任谷正隆のおでかけラジオ』  
（東京ローカル） 

◇放送時間  ： 金曜日 19:30-19:55 

◇出演者    ： 松任谷正隆 

音楽プロデューサーでモータージャーナリストとしても幅広く活躍中の松任

谷正隆が、今気になるゲストの「好きな場所」を訪ね、そのゲストが持つ数々

の「好き」に迫りながら、そのパーソナリティに深く切り込む 25 分。モノ・ひと・コ

トにまつわる「好き」の価値観や本質へのこだわりを聞くことでリスナーの日常

の生き方のヒントを引き出します。 
 

 
 

 
 

 

 

                                      ◇◇◇ 
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『アン ミカのレディオ・フィーカ  

presented by VOLVO CAR JAPAN』  
（JFN2局ネット） 

◇放送時間  ： 日曜日 8:00-8:25 

◇出演者    ： アン ミカ、牛窪万里子 

日本を代表するトップモデルのアン ミカが、ファッションや美

容など今気になる旬な話題を「FIKA」しながらお届けするウィー

クエンドプログラム。「FIKA」とは、スウェーデン語で「甘い物と一

緒にお茶を飲む」こと。日曜日の朝、ラジオの FIKA を楽しみな

がら過ごしてみませんか？ 

 

                                      ◇◇◇ 
 

『Pocky ラジアン サンデー』  
（JFN2局ネット） 

◇放送時間  ： 日曜日 20:00-20:30 

◇出演者    ： やまだひさし 

毎週金曜深夜 1 時から放送中の『やまだひさしのラジアンリミテッド F』の日曜版が

スタート！パーソナリティのやまだひさしが、ミュージシャン、アイドル、俳優、スポーツ

選手など第1線で活躍中の”ティーンの憧れ”となるゲストを迎えてトークを展開してい

きます！ 

 

 

                                      ◇◇◇ 
 

『Groove Navigation』  
（JFN38局ネット） 

◇放送時間  ： 日曜日 11:30-11:55 

◇出演者    ： 東海林舞 
日曜日のランチタイムに、その日・その時の気分に寄り添った音楽を生放送でお

届けします。世界中にあまたある洋楽・邦楽の新曲からクラシックスまでジャンルレ

ス、そして、グルーヴィーに選曲、ノンストップでお届けするプログラム。R&B 好きで、

中でも 90’s Music が得意だという東海林舞によるピックアップミュージックも行い、

サブスクリプションサービス全盛期の今、敢えて“人”が選曲しお届けするという、温

かみのある番組です。 

 

                                      ◇◇◇ 
 

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

◇放送時間  ： 土曜日 27:30-28:00 

◇出演者    ： MURO、MACKA-CHIN 
 

日本が世界に誇る KING OF DIGGIN'こと MURO。「世界一の

Digger」としてプロデュース／DJ での活動の幅をアンダーグラウンド

からメジャーまで、そしてワールドワイドに広げ、国内外に絶大な支

持を得ている MURO が自らミックスしながら、音楽を「深堀り」してい

く番組。月に１度の「和もの」シリーズを含め、多岐に渡る展開で世

界中のあらたな音楽の楽しみ方を紹介していきます。番組は楽曲プ

ロデュース、トラック制作、CM 音楽、ラップアドバイザー、イベント制作などもこなすマルチアウトプットディレクタ

ーMACKA-CHIN が伴走してお届けします。 

                                      ◇◇◇ 
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『ふぁならじ☆ザ・ワールド』  
（東京ローカル） 

◇放送時間  ： 火曜日 25:30-26:00 

◇出演者    ： fhána 
 

佐藤純一、yuxuki waga、kevin mitsunaga の３人のサウンド・プロデュ

ーサーと、ボーカリストの towana によるユニット「fhána(ファナ)」のレギ

ュラー番組がスタート！アニソン/J-POP/J-ROCK/日本/海外などの

垣根を超えた軽やかなスタンスで、音楽への挑戦を続けている、そん

な「fhána」の魅力に迫る 30 分番組。 

 

                                      ◇◇◇ 
 

『陰陽座・黒猫のねこまんまRADIO』  
（東京ローカル） 

◇放送時間  ： 水曜日 25:30-26:00 

◇出演者    ： 陰陽座 
 

2018 年 4 月、あの伝説の番組が期間限定で大復活！妖怪ヘヴ

ィメタルバンド「陰陽座」が誇る希代の歌姫"黒猫"がパーソナリテ

ィを担当。丑三つ時迫る深夜 1 時30 分。皆さんからのメッセージを

紹介したり、メンバーがやってきたり、オススメヘヴィメタルナンバ

ーから陰陽座の最新情報や新曲までをダイレクトにお届け！ 

十三夜にわたる妖怪を題材とした世界観からは想像できないよう

なヴォーカル黒猫のほんわかトークをお楽しみください！ 

 

時間変更 
 

 

 

『oggi otto presents chay Heart Station』 
（JFN2局ネット） 
◇放送時間  ： 金曜日 19:00-19:30 （※金曜日 19:30 より移動・ネット拡大） 

◇出演者    ： chay 

                                      ◇◇◇ 
 

『五線譜の解体新書』  
（東京ローカル） 
◇放送時間 ： 日曜日 20:30-20:55 （※日曜日 20:00 より移動） 

◇出演者    ： 加納有沙 

                                      ◇◇◇ 
 

『加藤ヒロの Fighting on the edge 

～ぼくと音楽とビジネスと～』 
（JFN2 局ネット）  
◇放送時間 ： 火曜日 25:00-25:30 （※土曜日 27:30 より移動） 

◇出演者    ： 加藤ヒロ、桑原りさ 

 

 
 

                                                                              以上 
 

                  


