
_______________________________________________ 

北陸 
_______________________________________________ 

石川県野々市町 

JOZZ5AA-FM   

えふえむ・エヌ・ワン 76.3 MHz  
http://fmn1.jp/ 

株式会社えふえむ・エヌ・ワン  

twitter http://twitter.com/fmn_one 

_______________________________________________ 

本 社 〒921-8512 石川県石川郡野々市町高橋町24番2

号 

設 立 1995年11月7日  

開 局 1995年12月27日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  野々市町扇が丘7-1  

    金沢工業大学内 

    ライブラリーセンター屋上   20W 

 金沢工業大学が中心となって設立。本社演奏所・送信所 

とも金沢工業大学施設内。 

月曜日1000～1015 みずほインベスターズ証券株式市況 

火～金1000～1015 チョット・チャット763 

月～金1015～1115 N1コミュニティ 

月～金1258～1300 みずほインベスターズ前場情報  

月曜日1330～1430 キャンパスアメニティ（土1300再） 

火～金1330～1430 生活いち番シャトル便 

 再放 土曜日0700（水）0900（木）2000（火） 

日曜日0800（金）      

月曜日1730～1755 みずほインベスターズ証券株式市況 

          ＆チョットチャット 

月～金1900～2100 KIT Campus Wave 

_______________________________________________ 

石川県金沢市 

JOZZ5AB-FM  

ラジオかなざわ 78.0MHz 
http://www.radiokanazawa.co.jp/  

株式会社ラジオかなざわ  

_______________________________________________ 

本 社 〒920-0919 石川県金沢市南町2番1号 北國新聞

会館15F 

設 立 1995年12月25日  

開 局 1996年4月1日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  金沢市南町2番1号 

    北國新聞会館   20W 

 ラジオかなざわ、ラジオこまつ、ラジオななおは北國新

聞系の姉妹局。 

月～金0700～1000 おはようあさ生ラジオ！  

0800,0945北國N 

※ラジオかなざわ／ラジオこまつ／ラジオななおネット 

月～金1100～1400 金沢もしもし探検隊！  

1200,1300,1355北國N 

月～金1700～1800 香林坊ファイブ・ステーション 

※ラジオかなざわ／ラジオこまつ／ラジオななおネット 

土曜日1000～1030 ちょっときいてたいま！ 

土曜日1500～1600 ラジオ健康相談 日0535（再） 

土・日1700～1705 金沢競馬インフォメーション 

日曜日1000～1300  サンデー・スタイル・カフェ 

※ラジオかなざわ／ラジオこまつ／ラジオななおネット 

GW、夏休み期 特番 かがのとよってみまっし 

※ラジオかなざわ／ラジオこまつ／ラジオななおネット 

_______________________________________________ 

石川県小松市 

JOZZ5AC-FM   

ラジオこまつ 76.6MHz  
http://www.radiokomatsu.co.jp/  

株式会社ラジオこまつ   

_______________________________________________ 

本 社 〒923-0801 石川県小松市園町ホ91-1 北國新聞

社小松支社５Ｆ 

設 立 1996年7月30日  

開 局 1996年11月1日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  小松市小馬出91 

    小松市役所屋上   20W 

 ラジオかなざわ、ラジオこまつ、ラジオななおは北國新

聞系の姉妹局。 

月～金0700～1000 おはようあさ生ラジオ！  

0800,0945北國N 

※ラジオかなざわ／ラジオこまつ／ラジオななおネット 

月～金1000～1200 小松もしもし探検隊！  

1100,1155北國N 

月～金1700～1800 香林坊ファイブ・ステーション 

※ラジオかなざわ／ラジオこまつ／ラジオななおネット 

土曜日1100～1200 能美市ラジオこども討論会 

土曜日1500～1600 ラジオ健康相談 日0600(再) 

日曜日1000～1300  サンデー・スタイル・カフェ 

※ラジオかなざわ／ラジオこまつ／ラジオななおネット 

GW、夏休み期 特番 かがのとよってみまっし 

※ラジオかなざわ／ラジオこまつ／ラジオななおネット 

 

 

 

 

 



___________________________________________________

石川県七尾市  

JOZZ5AD-FM   

ラジオななお 76.4 MHz  
http://www.radionanao.co.jp  

株式会社ラジオななお 

___________________________________________________

本 社 〒926-0804 石川県七尾市生駒町2番地  

設 立 1996年7月25日  

開 局 1996年11月15日 

演奏所 本社に同じ  

送信所  石川県七尾市矢田町11-1-7   20W 

 ラジオかなざわ、ラジオこまつ、ラジオななおは北國新

聞系の姉妹局。 

月～金0700～1000 おはようあさ生ラジオ！ 

   0800,0945北國N 

※ラジオかなざわ／ラジオこまつ／ラジオななおネット 

月～金1000～1300 七尾もしもし探検隊！ 

   1100,1200北國N 

月～金1700～1800 香林坊ファイブ・ステーション 

※ラジオかなざわ／ラジオこまつ／ラジオななおネット 

土曜日0945～1000 外国人のための生活情報 

土曜日1500～1600 ラジオ健康相談 日0600(再) 

日曜日1000～1300  サンデー・スタイル・カフェ 

※ラジオかなざわ／ラジオこまつ／ラジオななおネット 

GW、夏休み期 特番 かがのとよってみまっし 

※ラジオかなざわ／ラジオこまつ／ラジオななおネット 

_______________________________________________ 

富山県高岡市 

JOZZ5AE-FM  

ラジオたかおか 76.2 MHz 

http://www.radiotakaoka.co.jp/  

株式会社ラジオたかおか   

_______________________________________________ 

本 社 〒933-0057 富山県高岡市広小路1番15号 富山

新聞高岡会館内  

設 立 1996年10月24日  

開 局 1996年12月1日 

演奏所 本社に同じ  

送信所  富山県高岡市二上 

    二上山（城山）山頂   20W 

北國新聞系の富山新聞に関係するが、北國系コミュニティ

局とは直接関係ない。 月～金0730～1100 はつら

つスタジオ（金0800-） 

月～木1200～1800 こみゅに亭762（番組割込あり） 

金曜日1100～1800 万葉マルチラジオ（番組割込あり） 

月～金1830～1900 ラジオたかおかイブニングワイド 

土・日1000～1015 ラジオ居酒屋『大地』（日曜は再） 

土曜日1015-,1645-いらっしゃいませ！高岡中心商店街  

（ダイジェスト版）   

土曜日1330～1400 たかおかTODAY 

土・日1645～1700 金沢競馬インフォメーション 

___________________________________________________

富山県富山市 

JOZZ5AF-FM   

City-FM 77.7 MHz h 

ttp://www.city-fm.co.jp/ 

富山シティエフエム株式会社 

___________________________________________________

本 社 〒930-0094 富山県富山市安住町2-14 北日本新

聞本社ビル8階  

設 立 1997年3月26日  

開 局 1997年7月7日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  富山県富山市安住町2-14  

    北日本新聞本社ビル屋上   20W 

 

月～金0700～0900モーニングCITY  

火～木1300～1500スマイル 

月～金1600～1830トワイライトスクエア 

土曜日1200～1400おっとっとあったった 

土曜日1500～1700 In a light mood 

日曜日0900～1000ラジオでいっぷく 

日曜日1100～1200ライフ～いつでも夢を 

___________________________________________________

富山県黒部市 

JOZZ5AG-FM   

ラジオ・ミュー 76.1 MHz   

http://www.fm761.co.jp/  

株式会社新川コミュニティ放送  

___________________________________________________

本社 938-0031 富山県黒部市三日市20番地 黒部市国際

文化センターコラーレ内 

設 立 1997年11月13日  

開 局 1997年12月24日  

演奏所 本社に同じ  

新川送信所  新川育成牧場地内   20W 

宇奈月送信所  3W 

あさひ送信所  5W  

月～金0700～0854スマイル・モーニング761 

  「海の駅 蜃気楼」内サテライトスタジオ  

月～木1130～1240デリシャスタイム 

月～金1700～1900サンセット★ミュー ※木1630～ 

金曜日1330～1400良楽 の キンキラ金 



   ※ラジオ・ミュー＆みらーれテレビ 同時生放送 

金曜日1500～1800わくわくFRIDAY  

     1550 休日当番医 1615 小川温泉 情報 

金曜日1830～1900情報幕ノ内 

土曜日1100～1300リラックスミュータイム 

日曜日1045～1100ふれあいラジオ（黒部市提供） 

日曜日1830～1900エンジョイスポーツ 

___________________________________________________ 

富山県砺波市 

JOZZ5AH-FM   

エフエムとなみ 76.9 MHz  
http://www.fmtonami.jp/  

株式会社エフエムとなみ 

___________________________________________________

本社 砺波市太郎丸2丁目129番地 北日本新聞砺波支社内  

設 立 2000年12月20日  

開 局 2001年4月25日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  砺波市太郎丸2丁目129番地 

     20W 

 月～金0700～0900モーニングシティ 

月～金1100～1300となみ野まがじん 1150砺波市広報 

水曜日1400～1415ラジオ法話 

17,18時台ローカル箱番組 

土曜日1100～1300土曜はひねもすクラブ 

日曜日0800～0900TSUTAYA769ステーション 

___________________________________________________ 

福井市 

JOZZ5AI-FM   

Radioあいらんど 77.3 MHz  
http://www.fm773.com/ 

福井街角放送株式会社 

___________________________________________________ 

本 社 〒910-8503福井県福井市中央一丁目5番1号 セ

ントラルビル(U-can)301号  

設 立 2001年9月20日  

開 局 2001年12月15日 

演奏所 本社に同じ  

送信所  福井市足羽上町147番地 

     福井市自然史博物館屋上  20W 月～金

0800～1000モーニング・アイランド   

月～金1500～1800それいけ！ひょうたん島 

月～金1255,土・日0755,土1055 

 防災・防犯インフォメーション 

 

 

 

___________________________________________________ 

福井県鯖江市 

JOZZ5AJ-FM   

たんなん夢レディオ 79.1 MHz  
http://tannan.fm/  

特定非営利活動法人たんなん夢レディオ 

___________________________________________________ 

本 社 〒910-0026福井県鯖江市本町2丁目2番16 鯖江

市地域交流センター「市民ホールつつじ」1F 

設 立 2005年7月12日  

開 局 2005年10月21日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  福井県鯖江市小黒町34字12-1 

    長泉寺山 20W 

 

鯖江わいわい通信（30分番組 月曜更新） 

月0730,1100,1600,2300火0730,1100,1215,1600,2300  

水0730,1100,1600,2300 木0730,1100,1600 

金0730,1100,1600,2300 

土0730,1000,1730,2200,2600 日1730 

越前市民ふれあい通信（30分）月～金1315土日0730,1730 

国会報告 永田町だより 土1630～1700 

30分単位のローカル制作の情報番組多数あり。 

毎日深夜および月～土0800～1000台、月～金1600～2000、

土1400～1700以外はほぼローカル。 

___________________________________________________ 

福井県敦賀市 

JOZZ5AK-FM   

HARBOR STATION 77.9 MHz 
http://www.harbor779.com/  

敦賀FM放送株式会社 

___________________________________________________ 

本 社 〒914-0051 福井県敦賀市本町二丁目12番3号 

設 立 2006年12月  

開 局 2007年4月3日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  敦賀市野坂80号15番地 

市立少年自然の家敷地 野坂岳中腹   20W 月～金

0800～0900 HARBOR MORNING CRUISE  

月～金1200～1300 HARBOR AFTERNOON CRUISE  

月～金1700～1800 HARBOR EVENING CRUISE  

土日は全日衛星配信番組 

 

 

 

 

 



___________________________________________________ 

富山県射水市 

JOZZ5AL-FM   

あい FM 79.3 MHz  
http://www.fmimizu.jp/  

株式会社エフエムいみず   

___________________________________________________ 

本 社 〒939-0363 富山県射水市中太閤山1-1-1太閤山

ショッピングセンター「パスコ」２階 

設 立 2007年2月28日  

開 局 2007年4月25日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  所在地屋上   20W 

月～金0700～0830ラジオタウンいみず 

   0830～ローカルハコ番組 

月～金1630～1900イミズムズムズ♪ラジオ 

月～金1900～2000ミュージックﾅｲﾄ（日替ハコ番組） 

土曜日1500～1600トロピカ（1600～もローカル） 

日曜日1700～180grava's cafeほか一本 

___________________________________________________ 

石川県かほく市 

JOZZ5AM-FM   

エフエムかほく 78.7 MHz 
http://fm.kahoku.net/ 

特定非営利活動法人FMかほく 

___________________________________________________ 

本 社 〒929-1177 石川県かほく市 

設 立 2007年6月26日  

開 局 2008年7月21日  

演奏所 本社に同じ  

送信所 河北郡内灘町字大根布地内   20W 

 毎日0825,1755内灘潮騒だより（5分） 

月～金0700～1530,1800～1930の間、 

ほぼ全て市民制作の箱番組（25～30分） 

    毎00分からの番組はすべて生放送 

    他の時間帯にも生のハコ番組あり。 

月～金1630～1730サンセットクルージング 

2000～再 

土日は1000～1200および2100以降を除き 

平日の市民制作番組を再放送 

  



_______________________________________________ 

東海 
_______________________________________________ 

愛知県豊橋市 

JOZZ6AA-FM   

やしの実  84.3 MHz  
http://www.843fm.co.jp/  株式会社エフエム豊橋  

本 社 〒441-8543 愛知県豊橋市藤沢町141番地  

設 立 1992年8月18日  

開 局 1993年11月27日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  豊橋市藤沢町ホリデイタワー   20W 

 開局初期は「恐竜の町」にちなんで「FM-DINO」を愛

称とした。  

  

浜松市中区  

JOZZ6AB-FM   

FM Haro!  76.1 MHz   
http://www.fmharo.co.jp/ 

浜松エフエム放送株式会社 

 

本 社 〒430-0944 静岡県浜松市中区 田町223-21 ビオ

ラ田町  

設 立 1994年3月1日  

開 局 1994年5月15日  

演奏所 本社に同じ 

UP-ONスタジオ（オープンスタジオ） 

磐田市内にもサテライトスタジオを持つ 

送信所  浜松市中区板屋町アクトタワー   20W 

 HaroはHamamatsu active real operationの略。 

  

静岡市清水区 JOZZ6AC-FM   

マリンパル  76.3 MHz  
http://www.fm-shimizu.com/ 

株式会社エフエムしみず  

本 社 〒424-0942 静岡県静岡市清水区入船町12-1  

設 立 1996年1月9日  

開 局 1996年6月2日  

演奏所 本社に同じ 

サテライトスタジオ エスパルスドリームプラザ１階  

送信所  静岡市清水区草薙中壇 

    日本平    20W 

___________________________________________________

静岡県三島市・函南町 

JOZZ6AD-FM   

VOICE CUE  77.7 MHz   
http://www.777fm.com/ 

㈱エフエムみしま・かんなみ  

本 社 〒411-0036 静岡県三島市 

設 立 1996年9月11日  

開 局 1997年6月1日  

演奏所 三島市大社町1-10 三島市役所 大社町別館 

    総合防災センター 3F  

送信所  静岡県三島市山中新田   20W 

___________________________________________________

岐阜県高山市 JOZZ6AE-FM   

Hits FM  76.5 MHz  
http://www.hidanet.ne.jp/~hitsfm/ 

株式会社飛騨高山テレ・エフエム 

本 社 〒506-0021岐阜県高山市名田町5丁目95番地の

10 ＮＨＫ高山放送会館２階  

設 立 1986年8月  

開 局 1997年7月19日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  高山市下切町2281-2   20W  

清見ＩＣ送信所  5W 

清見龍ヶ峰送信所  5W 

荘川ダナ送信所  1W 

高根子の原送信所  10W 

上宝在家山送信所  2W 

奥飛騨温泉郷平湯送信所  1W 

___________________________________________________

愛知県岡崎市  

JOZZ6AF-FM   

FMおかざき  76.3 MHz  
http://www.okazaki.fm/  

株式会社エフエム岡崎   

本 社 〒444-0813 愛知県岡崎市羽根町若宮30番地1 

設 立 1996年11月27日  

開 局 1997年9月1日  

演奏所 岡崎市羽根町字若宮30-1 

サテライトスタジオ 岡崎市菅生町一丁目3-1  

               情報ネットワークセンター内  

送信所  愛知県岡崎市岡町原山12-5 10W 

       愛知産業大学2号館屋上  

 

http://www.843fm.co.jp/


___________________________________________________ 

静岡市葵区  

JOZZ6AG-FM   

FM-Hi!  76.9MHz   
http://www.fmhi.co.jp/  

株式会社シティエフエム静岡  

本 社 〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町 15-4 静岡

新聞別館1F  

設 立 1997年9月5日  

開 局 1998年4月1日 

演奏所 本社に同じ 

送信所  静岡市葵区伝馬町8-6 

   トップセンタービル屋上   20W 

  

静岡県伊東市 

JOZZ6AH-FM   

なぎさステーション  

76.3 MHz   
http://fmito76.3mhz.jp/ 

エフエム伊東株式会社  

本 社 〒413-0018 静岡県伊東市松川町5-10 

設 立 1998年2月4日  

開 局 1998年5月3日 

演奏所 本社に同じ 

送信所  静岡県伊東市富戸先原 大室山山頂  10W 

 

JOZZ6AI-FM  SHANANA! FM （廃止） 76.1 MHz  

株式会社名古屋シティエフエム 

〒453-8761 名古屋市中村区千成通5-17（廃止） 

開 局 1998年4月23日  

廃局日 - 2008年6月13日 

 開局後、名古屋駅周辺の再開発により電波の到達範囲が

縮小。営業収益の低下によりいったん廃局後、中区新栄に

設立された新しい会社「MID-FM」が事実上の事業継承。 

___________________________________________________J

OZZ6AJ-FM  FM DANVO→Transamerica（廃局） 76.5 MHz  

名古屋中エフエムラヂオ放送株式会社   

http://www.danvo.co.jp/  

〒460-0011 名古屋市中区大須3-8-1 （廃止） 

設 立 1998年5月 

開 局 1998年5月29日  

廃 局 2009年7月31日  

演奏所 名古屋市中区大須3-8-1 ゲインビル2F  

送信所  名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク  

開局からFM DANVOとして放送を行っていたが、経営

的な問題から在日ブラジル人向け番組を編成するようにな

った。2005年9月からはブラジルRede Transamerica社

の日本法人Transamerica Japanが編成権を代行し2006

年7月から在日ブラジル人向けの番組編成とし愛称を

「Transamerica」に変更。終日放送となった。  

しかし国際経済の悪化に伴い在日ブラジル人社会が受けた

影響から広告出稿等の低下は避けられず、2009年4月1

日放送休止。2009年7月17日に会社の解散を決定、22

日に廃止届を提出した。 

___________________________________________________

岐阜県多治見市 

JOZZ6AK-FM   

FM PiPi  76.3 MHz   
http://www.fmpipi.co.jp/ 

株式会社エフエムたじみ 

本 社 〒507-0831 岐阜県多治見市新町1丁目23番地 

設 立 1998年3月16日  

開 局 1998年10月1日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  多治見市大沢町1丁目10  高社山   20W  

___________________________________________________

静岡県沼津市 

JOZZ6AL-FM 

COAST-FM  76.7 MHz  
http://www.coast-fm.com/ 

エフエムぬまづ 株式会社 

本 社 〒410-0892 静岡県沼津市魚町1番地サンフロン

トビル２Ｆ 

設 立 1998年2月13日  

開 局 1998年8月23日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  静岡県沼津市足高441-417   20W  

___________________________________________________

静岡県熱海市 および 

神奈川県湯河原町 

JOZZ6AM-FM  Ciao!   

79.6 MHz   
http://www.ciao796.com/ 

株式会社エフエム熱海湯河原   

本 社 〒413-0018 静岡県熱海市上宿町9-5 

開 局 1999年4月14日  

 



___________________________________________________

四日市市  

JOZZ6AN-FM    

PORT WAVE  76.8 MHz   
http://www.p-wave.ne.jp/ 

エフエムよっかいち株式会社 

本 社 〒510-0093 三重県四日市市本町1-15  

設 立 1999年7月30日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  三重県四日市市霞2-1-1 

    ポートビル   20W 

サテライトスタジオ: 若宮町1-1TM若宮ビル1階 

___________________________________________________

愛知県豊田市  

JOZZ6AO-FM   

RADIO LOVEAT  78.6 MHz   
http://www.p-wave.ne.jp/ 

エフエムとよた株式会社 

本 社 〒471-0061豊田市若草町3丁目32番地8 

設 立 2000年9月4日  

開 局 2001年1月1日 

演奏所 本社に同じ  

サテライトスタジオ: 

      若宮町1-1TM若宮ビル1階  

若草送信所  豊田市若草町3丁目32番地8 

      ひまわりネットワーク本社屋上    20W 

野口送信所  野口町 

___________________________________________________

岐阜市  

JOZZ6AP-FM   

FMわっち 78.5MHz   
http://www.fm-watch.jp/ 

株式会社シティエフエムぎふ 

本社 岐阜市橋本町1-10-1アクティブG３階 

設 立 2002年5月9日 

開 局 2002年7月7日 

演奏所 本社に同じ 

送信所  岐阜史上加納山4712-1   20W 

 

 

 

 

 

___________________________________________________

愛知県刈谷市 

JOZZ6AQ-FM   

Pitch FM  83.8 MHz   
http://www.838.fm/ 

株式会社エフエムキャッチ  

本 社 〒448-0803 愛知県刈谷市野田町大ヒゴ1  

設 立 2002年5月31日  

開 局 2003年1月14日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  本社に同じ   20W 

___________________________________________________

岐阜県可児市  

JOZZ6AR-FM   

FMでんでん  76.8 MHz   
http://fm768.net/  

株式会社かにかも放送   

本 社 〒509-0214 岐阜県可児市広見7丁目90番地 

設 立 2004年4月21日  

開 局 2004年6月6日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  可児市下恵土1673 

   下恵土公民館    20W  

 2009年1月30日、演奏所の設置場所を総務大臣の許可

なく変更したとして、東海総合通信局から厳重注意処分を

受けた。深刻な経営難により2008年秋頃から大幅な放送

内容の縮小を実施。  

___________________________________________________

静岡県富士市  

JOZZ6AS-FM   

Radio-f  84.4 MHz  
http://radio-f.jp/ 

富士コミュニティエフエム放送株式会社 

本 社 〒417-0051 静岡県富士市 

設 立 2005年5月9日  

開 局 2005年11月3日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  静岡県富士市岩本1514-1   20W 

代表取締役社長は、ミュージシャンの林哲司氏。 

 

 

 

 



___________________________________________________

愛知県瀬戸市  

JOZZ6AT-FM    

Radio SAN-Q 84.5MHz   
http://845.fm/ 

株式会社尾張東部放送  

本社 愛知県瀬戸市仲切町22番地  

2005年10月17日 設立  

2006年3月14日 免許交付  

演奏所 愛知県瀬戸市栄町４５番地パルティせと１Ｆ 

送信所  愛知県瀬戸市西吉田町 らくだ山    20W 

開局当初、受託設計業者のミスにより放送電波がほとんど

飛ばなかったため、数日間放送を休止して空中線を調整し、

現在の到達範囲を得た。  

___________________________________________________

三重県名張市 JOZZ6AU-FM   

FMなばり  83.5MHz   
http://www.advanscope.jp/fm/ 

株式会社アドバンスコープ  

本 社 〒518-0444 三重県名張市箕曲中村18番地の2 

設 立 1983年5月17日  

開 局 2006年4月17日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  奈良県山辺郡山添村 

   大字毛原字なかすじ1723番地  20W 

※送信所 は近畿総合通信局の管内 

 ___________________________________________________

愛知県犬山市  

JOZZ6AV-FM   

まちの放送室  84.2MHz   
http://842.fm/ 

愛知北エフエム放送  

本 社 〒484-0085 愛知県犬山市犬山市西古券５番地 

設 立 2006年4月27日  

開 局 2006年7月7日  

演奏所 本社に同じ  

送信所 愛知県犬山市大字犬山字北古券   20W 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________

愛知県東海市 

JOZZ6AW-FM   

メディアスエフエム83.4MHz   
http://www.medias.fm/ 

知多メディアスネットワーク株式会社 

本 社 〒479-8555 愛知県東海市大田町下浜田165番地 

設 立 1996年5月8日  

開 局 2007年10月1日  

演奏所 本社に同じ  

送信所 本社に同じ 10W   

___________________________________________________

名古屋市中区新栄 

JOZZ6AX-FM   

MID-FM761 76.1 MHz   
http://761.web.co.jp/ 

株式会社MID-FM  

本 社 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目6番

15号 新栄SKYスタジオ  

設 立 2008年5月7日  

開 局 2008年8月20日  

演奏所 本社に同じ  

送信所 愛知県名古屋市東区泉1丁目13番23号 

    ドコモ東海名古屋ビル   20W 

 旧名古屋シティエフエム再建策として放送エリアを東区

に移して開局。周波数は名古屋シティFMのチャネルを継

承。  

___________________________________________________

静岡県島田市  

JOZZ6AY-FM   

g-sky76.5 76.5 MHz   
http://www.g-sky765.jp/  

株式会社FM島田  

本 社 〒427-0042 静岡県島田市中央町5-1 島田市民総

合施設プラザおおるり3F  

設 立 2008年1月16日  

開 局 2008年10月1日  

演奏所 本社に同じ  

島田送信所  島田市阪本   20W  

家山送信所  島田市川根町家山 10W  

笹間上送信所  島田市川根町笹間上 10W  

金谷河原送信所  島田市金谷河原 1W 

北海道の株式会社エフエムなかそらち(FM G'Sky）とは別  



___________________________________________________

三重県鈴鹿市  

JOZZ6AZ-FM   

Suzuka Voice FM 78.3 MHz   
http://www.suzuka-voice.fm/  

株式会社鈴鹿メディアパーク スズカ・ヴォイスFM   

本 社 〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町8947番  

設 立 2008年8月11日  

開 局 2009年3月20日  

演奏所 三重県鈴鹿市住吉町8947番  

送信所 三重県鈴鹿市住吉町8947番   20W 

  



 

_______________________________________________ 

近畿 
災害臨時FM局については別項を設ける 

___________________________________________________ 

大阪府守口市 

JOZZ7AA-FM    

FM-HANAKO 82.4MHz  
http://fmhanako.jp/ 

株式会社エフエムもりぐち   

___________________________________________________ 

本 社 〒570-0038 大阪府守口市河原町8-22 守口文化

センター会館B1F   

設 立 1993年4月12日  

開 局 1993年7月20日 

演奏所 本社に同じ  

送信所 大阪府守口市八雲中町3丁目1－1 

     パナソニック中央研究所内 10W 

 FM文字多重放送を全国のコミュニティFMで初めて実

施。  

 2008年2月緊急地震速報を導入。 

 

さわやかワイド824【生・二部制】 

 月～金0700〜0955,1100〜1355  

 土曜日0730〜0955,1100〜1455  

 日曜日0730〜0955,1200〜1455  

土曜日1700〜1900 カラオケ・プロムナード 

日曜日1600〜1700 MCタイム  

 

___________________________________________________ 

京都府伏見区 

JOZZ7AB-FM    

FM845   84.5MHz  
http://www.fm-845.com/ 

京都リビングエフエム•   

___________________________________________________ 

本 社 〒612-8087 京都市伏見区京町大黒町115-3   

設 立 1995年5月26日  

開 局 1995年7月1日 

演奏所 本社に同じ  

送信所 京都市山科区 

    勧修寺南大日35-33   20W 

 

旧所在地は、京都市伏見区桃山町山ノ下19-6。旧社名は「エ

フエム伏見」 

毎日0700 らくらく体操845（音声ガイド付） 

月～金0900-1130 とんとんモーニング 

月1200～1300 1400～1500 水木1300～1500 ワカバン

neo 

火1200～1300 火曜お昼は歌謡サロン 

木1300～1400 タートルのタウンラジオ 

月1500～1800 845歌謡ベストテン 

月～金1655～1700 ガイド845 

火水1700～1800 木1200～1300 845な時間 

木1700～1800 エコゲート 

金1200～1600 滝トールの金曜日たっきんワイド 

金1500～1800 845演歌ジョッキー 

土日は演歌・歌謡曲番組中心。 

___________________________________________________ 

大阪府箕面市 

JOZZ7AC-FM    

タッキー816  81.6MHz  
http://fm.minoh.net/ 

みのおコミュニティ放送株式会社 

___________________________________________________ 

本社 大阪府箕面市船場東二丁目5番47号COM3号館2

階 

設 立 1995年5月23日 

開 局 19955年10月1日 

演奏所 大阪府箕面市 

    船場東二丁目5番47号 

    COM3号館2階  

第1送信所 演奏所と同所 10W  

第2送信所 箕面市下止々呂美561番地 3w  

 箕面市と商工会議所、文化振興事業団、箕面都市開発、

大阪府北部農業協同組合（JA大阪北部）、三井住友銀行、

池田銀行、りそな銀行、エフエム大阪、地元市民らが出資

した第3セクター方式 月～金 0600～0655,土・日

0600～0800 Bluegrass Ramble  

月～金0655～0700 みのおふるさと探訪日0935～ダイジ

ェスト 

月～金0753～0956,1213～1216 箕面のおと  

月～金0756～0800,1210～1213 School Song シャッフル 

月～金0800～1200 モーニングタッキー 

 0926 学校給食だより 

 0813,0853,0920,1030 交 

月～金1200～1210,1800～, 土0800～ みのおアラカルト 

月～金1230～1300,1900～,2300～ GOOD DAYみのお 

 月・英、火・中、水・西、木・タイ、金・韓 

月～金1303～1310 多言語防災メモ 

火～金1400～1406,金1530～1600,土1000～1030 輝けブ

ラス（箕面市青少年吹奏楽団） 

月～金1600～1800 なびタッキー 

土曜日1030～1100,土日1900～1930 Bluegrass Time 

土曜日1100～1200みのたんらじお（公開） 



土曜日1200～1700サタデーワイドフィーバー 

土曜日1700～1800,1810～1840らくがきVOICE（阪大放

送サークル・二部制） 

土曜日1840～1900,日0800～0810箕面の歌 

日1400～1600 月1400（再）,月2000（再） タッキース

ペシャル 

___________________________________________________ 

京都府宇治市 

JOZZ7AD-FM    

FMうじ 88.8MHz   
http://www.fmuji.com/ 

エフエム宇治放送  

___________________________________________________ 

本 社 〒611－0021 京都府宇治市 宇治琵琶45番地の

13 

設 立 1995年7月12日  

開 局 1995年9月1日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  宇治市広野町八軒屋谷4 10W 

 月～金0900～0930 宇治市探検  

月～金0930～1000 以心伝心888 

月～金0850～0900,1200～1210 耳よりガイド 

月～金1210,1540市政だより（広報誌発行3日間放送） 

月～木1600～1655 城陽パープルタイム 

  （第一水曜日「声のエコネット城南」） 

月～木1700～1750 zoom up! 

【震災の心得】 月～金0845-0850 月・金1555-1600 

火～木1655-1700 土・日0754～0800 

___________________________________________________ 

神戸市長田区 

JOZZ7AE-FM    

FMわぃわぃ 77.8MHz  
http://www.tcc117.org/fmyy/ 

株式会社エフエムわいわい  

___________________________________________________ 

本 社 〒653-0052 神戸市長田区海運町3-3-8 たかとり

コミュニティセンター内   

設 立 1995年12月12日  

開 局 1996年1月17日  

 

 1995年1月17日:阪神・淡路大震災発生。  

30日:在日朝鮮・韓国人と日本人向けに「FMヨボセヨ」

開局。 4月16日:ベトナム語、タガログ語、スペイン語、

英語と日本語で番組を提供する「FMユーメン」開設。 7

月:両局合併しミニFM局「FMわいわい」開設 

10月:中国語放送開始。 10月14日:免許放送への移行準備

のため放送休止 

1995年12月12日:会社設立 

1996年1月17日:本放送開始 

 日本語、韓国・朝鮮語、中国語、タガログ語、ベトナム

語、タイ語、ポルトガル語、スペイン語、アイヌ語、英語

の10言語 

演奏所 神戸市長田区海運町3-3-8  

        たかとりコミュニティセンター内  

送信所  神戸市長田区房王寺町4-1 10W 

___________________________________________________ 

【参考】 FM796 フェニックス JOAZ-FM 

ひょうごけんさいがいエフエムほうそう  

___________________________________________________ 

 1995年2月15日～3月31日まで、兵庫県が阪神・淡

路大震災の被災地域向けに開設した臨時放送局。演奏所は

兵庫県庁2号館地階。 

 1995年2月14日 郵政省は兵庫県に対して、臨時FM

放送局の免許を交付。 

 放送は1200～2000 79.6MHz 300W  

 2月23日に伊丹中継局（78.0MHz）開設 

 3月8日に明石中継局（78.1MHz）開設。  

 3月31日閉局。 

 

1100 放送開始～音楽 

月～金1200～1300 まちはイキイキきらめきタイム 

月1300～1330火1330～1350（再）ハローながた 

水曜日1300～1315ラジオお昼便！ 

月曜日1630～1640 日本国憲法 

1900 各国語歌謡（月～木は次番組に連動） 

2000 月 華声（日・中）日1200～（再） 

   火 Canta Brazil（日・ポ） 

   水 Salsa Latina（日・西）日1300～（再） 

   木 Chao cac ban（日・越） 

   金 第一・三週マイペンライ・サバイサバイ（日泰） 

    それ以外 Pinoy Rap （日・タガログ） 

   土 Sound Waves（日・英）日1500～（再） 

2130 木 世界のコミュニティラジオ（第一日曜1630～

1700） 

土曜日2100～1400 KOBEスクランブル 

土曜日1400～1500 すたあと長田 

土曜日1500～1600 Afternoonねね 

土1800～1900 月1300～1400 南の風（沖縄編、奄美編隔

週） 

土曜日2300～2430 ミッドナイトねね（第一土曜日のみ） 

第２日曜日1100～1200 FMピパウシ（アイヌ語・日本語） 

第１日曜日1500～1600 トン・リン・ティエン・ルー（越） 

日曜日1800～1830 韓国民話（日本語対訳あり） 

日1830～1900,月1400（再） ソリマダン 

日1900～1830,月1430（再） ヨボセヨ（韓・朝・日） 

日1940～ 韓国最新ニュース 

 

連日2100頃には放送終了（曜日によって遅くなる） 

 

 



___________________________________________________ 

大阪府大阪市中央区（難波） 

JOZZ7AF-FM    

YES-fm 78.1MHz  
http://www.yesfm.jp/ 

___________________________________________________ 

株式会社エフエムちゅうおう  

本 社 〒5420075 大阪府大阪市中央区難波千日前12-7  

設 立 1996年4月26日  

開 局 1996年11月3日  

演奏所 大阪市 

   難波千日前12-7YES-NAMBAビルB1F  

送信所  大阪市中央区安土町2-3-13 

（大阪国際ビル）10W 

 

吉本興業の経営。時報やジングルに所属芸人が出演。 

 月～木1400～1500 IRIE SNOB 

金曜日1500～1600 IRIE SNOB+ 

第２金1500～11600 COOL TRANSISTOR RADIO 

月～金1600～1800 オンスト 

月～金2100～2200 ヨシモト＊chatterbox ! 

土曜日1300～1400 ミナカフェ 

日曜日1100～1200 末成由美のオコタコRadio 

日曜日2200～2400 Majiraji 

___________________________________________________ 

大阪府枚方市 

JOZZ7AG-FM    

エフエムひらかた  77.9MHz  
http://www.kiku-fm779.com/ 

株式会社エフエムひらかた  

___________________________________________________ 

本 社 〒573-0032 大阪府枚方市岡東町12-1-301  

開 局 1997年1月5日  

 

演奏所 大阪府枚方市岡東町12-1-301 

サテライト 大阪府枚方市岡東19-14 

           京阪枚方市駅２階  

送信所 大阪府枚方市大字穂谷4450-1 10W 

旧称「きくFM」 

 

 月～金0700～0900 交通情報＆シティ情報 

月～金0900～1000 ラジオシティ 

月～水1000～1300 おはラジ！ 

月曜日1300～1400 ホランティア制作番組群 

火・水1300～1500 ミルスタ cafeへようこそ 

木曜日1000～1500 街角Bird View 

金曜日1000～1300 Morning Flavor 

月～木1600～1900 ひらかたMaterial 

金曜日1400～1600 三人寄ればHappy Cube! 

金曜日1600～1900 ひらかたCount Down TOP30 

    土2030～、日2300～（再放送） 

土曜日1100～1400 ていくてく枚方散歩道 

土曜日1400～1500 ラジオシティ土曜日 

土曜日1500～1600 私たちの青春MAP 

土曜日1700～1900 きみかおチャブチャブ 

日曜日1100～1400 POP TRAIL 

日曜日1400～1500 スポーツタイム779 

日曜日1600～1900 しろたまSweet Spot 

日曜日2100～2200 ラジオシティ日曜日 

___________________________________________________ 

兵庫県三木市 

JOZZ7AH-FM    

エフエムみっきぃ 76.1MHz  
http://www.fm-miki.jp/ 

株式会社エフエム三木 

___________________________________________________ 

本 社 〒673-0431 兵庫県三木市本町2-1-18三木商工会

館内  

設 立 1996年5月22日  

開 局 1996年12月1日  

演奏所 送信所 と同じ  

送信所  三木市上の丸町10-30   20W 

吉川送信所  5W (2008.11) 

 

ニュース 

月～金0740,1045,1710、土日祝1008 

ドライバーズ情報 

月～金0732,0805,1745 土日祝1020 

三木市からのお知らせ 

月～金0750,1150,1315,1430,1730 

土日1130 祝日1100 

 月～金0730～0930 おはよう！みっきぃ 

月～金0930～1000(生),2000(再)三木市の窓 

月～金1000～1500うえのまる発情報満載ラジオ(二部制) 

月～金1700～1900 みっきぃ！サンセットらいぶらり～ 

金曜日1500～1645 Radio Cafe 

土0900～0930,日1800(再) ようこそ川柳広場へ 

土・日1000～1200 ホリデーみっきぃ 

土曜日0830～0845 朗読・正平調(神戸新聞) 

日曜日0900～0930 とっても三木な人たち* 

日曜日1900～2000 国会議員トーク* 

日曜日2000～2100 MIKI Fresh Musian's Taste 

*＝隔週再放送 

JOZZ7AI-FM   FM aiai  820MHz  

http://www.fmaiai.com/ 

株式会社エフエムあまがさき 

本 社 〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目7番16



号 尼崎市総合文化センター2F  

設 立 1996年8月8日  

開 局 1996年10月26日  

演奏所 尼崎市昭和通2丁目7番16号  

送信所 尼崎市東七松町 

    1丁目23番1号   20W 

 

みんなの尼崎情報局 

月～金1000-1015,1245-1300,1600-1615 

AMAGASAKI TOWN GUIDE 

 月～土1900-1920 

月:中,火:韓,水:ポ,木:西,金:越,土:英 

突撃!おじゃま隊 月～金1155,月～日1855 

月～金0900～1155 aiaiモーニングアベニュー 

月～木1300～1600 aiaiみゅーじっくぱれーど 

月～木1615～1855 シティステーション82.0 

火曜日1920～2000 ハンケヘヨ・コリア 

金曜日1400～1855 おしゃべりワールド 

土曜日1100～1200 さわやかウイークエンド 

土曜日1200～1300 つかしんMusic Radio 

土曜日1500～1855 ほのぼのサタデー 

日曜日1100～1200 aiai Hot Station 

日曜日1400～1855 メリーゴーランドステーション 

 

___________________________________________________ 

大阪府伊丹市 

JOZZ7AJ-FM    

ハッピーエフエムいたみ 

79.4MHz  

http://www.itami.fm/ 

伊丹コミュニティ放送株式会社   

___________________________________________________ 

本 社 〒664-8558 兵庫県伊丹市宮ノ前2丁目2番2号 

伊丹商工プラザ1階   

設 立 1996年8月30日  

開 局 1996年12月21日  

演奏所 本社に同じ  

送信所 伊丹市千僧1丁目1番  

    伊丹市役所屋上   20W 

 月～金0700～0950 ハッピーモーニング794 

月～金1000～1300 ハッピーファミリー 

月～金1300～1450 ハッピーフレンド 

月～金1600～1900 ハッピーシティ 

土曜日0900～1145 サタデーハッピーモーニング 

土曜日1200～1500 Happy Wave 

土曜日1500～1800 Itami Brilliant Cafe 

日曜日0900～1000 あさなび 

日曜日1000～1145 サンデーハッピープラザ 

日曜日1200～1500 Sun Sun Radio 

日曜日1500～1800 Happy Sunday! 

___________________________________________________ 

大阪府大阪市北区（梅田） 

JOZZ7AK-FM    

Be Happy! 789 78.9MHz  
http://www.be-happy789.com 

株式会社エフエム・キタ  

___________________________________________________ 

本 社 〒530-8281 大阪市北区梅田2丁目5番25号ハー

ビスPLAZA 3F  

設 立 1996年9月10日  

開 局 1997年3月3日 

演奏所 大阪府大阪市 

    北区梅田2丁目5番25号 

    ハービスOSAKA B1F  

送信所 大阪府大阪市 

    北区梅田2丁目5-25   20W 月～金1000～

1300 Be Smart! 

月～金1400～1630 Be Fresh! 

月～金1730～1900 Be Free! 

日曜日1300～1600 Be Natural! 

音楽を中心にN,天,交,駐車場情報等を定時放送。 

プロ野球シーズンには、1545分ごろ「六甲おろし」をBGM

に天気予報。 

___________________________________________________ 

兵庫県神戸市元町 

JOZZ7AL-FM    

FM MOOV KOBE 76.1 MHz   
http://www.fm-moov.com/ 

株式会社エフエムムーヴ  

___________________________________________________ 

本 社 〒650-0022 神戸市中央区元町通3丁目

17-8 TOWA神戸元町ビル9Ｆ 

設 立 1997年2月2日  

開 局 1997年6月1日  

演奏所 本社に同じ  

送信所 神戸市中央区 

    元町通3丁目17番8号 

    TOWA神戸元町ビル  10W 

 月～日0600～0900 MOOV MORNING 

EAVE(Bossa Nova) 

月～木1100～1300 KOBE HEARTY RADIO 

月曜日1500～1600 LINZ AMAZING CAFE 宮森敦子    

月～日1300～1800 MOOV AFTERNOON MUSIC(Cafe 

Sound) 

※一部曜日・時間帯にハコ番組が挟まれる。 

月～日1600～1800 MOOV AFTERNOON MUSIC 



金曜日1000～1100 今何しとぉーん？？ 

金曜日1100～1200 ever green music 

金曜日1200～1230 BARAKA REST & RELAXATION  

金曜日1800～1835 土日どこ行く？  

土・日1100～1300 KOBE WEEKEND MUSIC(Cafe 

sOUND) 

___________________________________________________ 

京都府綾部市 

JOZZ7AM-FM    

FMいかる 76.3MHz  
http://www.fmikaru.jp/ 

株式会社エフエムあやべ   

___________________________________________________ 

本 社 〒623-0016 京都府綾部市西町1丁目65番 

設 立 1997年8月21日  

開 局 1998年4月17日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  綾部市中山町大谷7    20W 

 

月～金0700～0900 おはようマイタウン７６３ 

月～金0950､1920,土日0920 みんなのあやべのうた 

月～木1000～1130 ここに歌あり、ここに幸あり、しあわ

せの道しるべ 

金曜日1000～1130 想い出の洋楽セレクション 

月～金1300～1430 情報キャッチ！とれたてワイド763 

月～金1600～1900 あいたいむ７６３ 

月～金1900～1920 綾部市情報ボックス 

土・日0900～0930 ラジオ日曜学校 

土曜日0930～1000 月日星通信(FMいかるの情報) 

土曜日1000～1100 いかるクラブ（市民DJ） 

__________________________________________________ 

兵庫県西宮市 

JOZZ7AN-FM    

さくら FM 78.7MHz   
http://sakura-fm.co.jp/ 

西宮コミュニティ放送株式会社  

___________________________________________________ 

本 社 〒6620911兵庫県西宮市池田町9-7 フレンテ西

館3階 

設 立 1998年2月19日  

開 局 1998年3月26日  

演奏所 本社に同じ  

送信所 兵庫県西宮市池田町9-7  

    フレンテ西館   20W 

下山口送信所 西宮市山口町下山口 

       字畑山1650-18  6.5W 

 

 月～金0810～0948 Mornig Information 

月～金1000～1300 SakuっとLa・ら・Ra西宮 

月～金1700～1900 Evening Information 

木曜日2030～2100 さくらお見舞いステーション 

金曜日1900～2030 Good Night Moon 

土曜日0900～1130 気軽にクラシック 

土曜日1200～1210,日1830～ とことん！にしのみや 

土曜日1830～1835,日1200～ 宮っ子リレー 

日曜日0800～0830 宮水学園ラジオ講座  

___________________________________________________ 

和歌山県白浜町 

JOZZ7AO-FM    

ビーチステーション 76.4MHz   
http://www.fm764.com/  

南紀白浜コミュニティ放送株式会社 

___________________________________________________ 

本 社 〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町2397-3   

設 立 1997年10月28日  

開 局 1998年5月15日  

演奏所 本社に同じ  

送信所 西牟婁郡白浜町 

    堅田西山2399番地の1   20W 

塩野送信所 西牟婁郡白浜町 

    塩野字地蔵谷   20W 

 月～金0800～1130 朝ナビ７６４ 

月～金1130～ 昼ドキッ！７６４ 

月～金1800～ 情報スペース７６４ 

___________________________________________________ 

大阪府八尾市 

JOZZ7AP-FM    

FMちゃお 79.2MHz  
http://792.jp/ 

やおコミュニティ放送株式会社 

___________________________________________________ 

本 社 〒581-0003 大阪府八尾市本町3丁目6番7号 

設 立 1997年10月31日 

開 局 1998年4月29日 

演奏所 本社に同じ 

送信所 八尾市本町1-1-1（市役所）10W  

 

月～金0700～0800 元気はつらつ歌謡曲[DJ：山本智子]  

月～金0800～0830 防災/なつかしき歌/シネマ info  

月～土0830～0900,1530(再,平日)八尾市からのお知らせ 

月～木1000～1200 はっぴいくれよん  

月～金1200～1245,1900(再) 情報プラザやお 

月～木1245～1300 防災チェック／MOVIXシネマ info 

月～木1700～1900 ちゃおチャオ７９２ 



金曜日1000～1800 ラジマガ７９２ 

土曜日0930～1000 スポーツ文化のお知らせ 

土曜日1300～1454 サタデーちゃお’ｓ 

土曜日1700～1900 わいわい土曜日 

日曜日1100～1300 Ario Wave 

日曜日1300～1500 にこにこ日曜日 

日曜日1800～2000 特別番組枠 

___________________________________________________ 

兵庫県豊岡市 

JOZZ7AQ-FM    

FM JUNGLE 76.4MHz  
http://www.764.fm/ 

株式会社エフエムたじま  

___________________________________________________ 

本 社 〒668-0031 兵庫県豊岡市大手町４－５アイティ

内 

設 立 1998年5月1日  

開 局 1998年6月1日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  兵庫県豊岡市大手町4-5 10W 

 

 月～金0555～0600 豊岡市歌 

月～金0700～1000 ウェイクアップ・ジャングル 

月～金1100～1300 ジャングルランチボックス 

月～木1600～1900(金土1700～) JUNGLE Daily Flash 

土曜日1200～1500 TOYOOKAほがらかラジオ  

火曜日1900～1930,金1300～(再),土2000～(再) 

てるてる坊主（僧侶コンビのDJ番組） 

___________________________________________________ 

奈良県三郷町 

JOZZ7AR-FM    

FMハイホー 81.4 MHz  
http://www.fm814.co.jp/ 

エフエム西大和株式会社 

___________________________________________________ 

本 社 〒636-8555 奈良県生駒郡三郷町勢野西2-9-50 

設 立 1999年6月  

開 局 1999年7月24日 

演奏所 奈良県北葛城郡王寺町久度2-2-1 

       リーベル王寺東館 地下1階 

送信所 奈良県生駒郡平群町 信貴山中腹  

 

行政トピックス 

月～日0600～0630,月～金1130～ 

安堵町、斑鳩町、王寺町、河合町、 

上牧町、三郷町、平群町 月～金0900～1130 おはよ

う８１４ 

月～金1200～1400 昼ドキ８１４ 

土曜日0900～0930 シカの冒険 

土曜日0930～0945 朗読の時間 

土曜日0945～1000 すこやかライフ 

土曜日1000～1145 めぐり合いの天使たち 

土曜日1145～1200 やすらぎサロン 

土曜日1200～1345 土曜モチャリスタ 

土曜日1345～1400 バンザイ！平城遷都1300年 

土曜日1400～1500 ほっこりかぐや 

土曜日1500～1600 Break Time Hits Radio 

土曜日1700～1730 ほっとTeapot 

土曜日1815～1830 アンニョン♪韓国 

土曜日1830～1900 奈良っ子応援団 

日曜日0900～0915 まほろばの風 

日曜日1000～1100 三人よればボンジュール 

日曜日1900～1930 ぼちぼち行こか～♪ 

日曜日1930～2000 うるはし大和 

___________________________________________________ 

奈良市 

JOZZ7AS-FM    

ならどっと FM 78.4 MHz     
http://www.nara.fm/ 

株式会社奈良シティエフエムコミュニケーションズ  

___________________________________________________ 

本 社 〒630-8334 奈良県奈良市西新屋町43番地  

設 立 2000年4月19日  

開 局 2000年6月1日  

演奏所 本社に同じ  

サテライトスタジオ 奈良市「奈良オリエント館」内  

送信所  奈良県生駒市辻町905  

 

 月～木0730～1000 WAKE UP NARA 

月～金1100～1255 ひるラジ！784 

月～金1255～1300,1831～(再) ラジオ小説 

月～金1300～1500 784 WAVE I 

月～木1500～1600 タイム784 

月～金1600～1800 784 WAVE II 

月～金1800～1831 フラッシュ784 

月～日1835～1845 フロムなら 

金曜日0800～1000 WAKE UP FRIDAY 

金曜日1500～1600 ミュージックアルバム  

土曜日1000～1100 昭和ラプソディ パート III 

土曜日1200～1300 ひるラジ！サタデー 

土曜日1400～1615 R-55 

日曜日1400～1700サンデー・カーニバル! 

 

 

 

 

 



___________________________________________________ 

兵庫県宝塚市 

JOZZ7AT-FM    

ハミング FM宝塚 83.5MHz  
http://www.835.jp/  

株式会社エフエム宝塚   

___________________________________________________ 

本 社 〒665-8543 宝塚市逆瀬川１丁目１１－１ 

設 立 2000年4月19日   

開 局 2000年9月25日  

演奏所 本社に同じ  

仁川送信所 西宮市仁川町6-14-15   20W 

境野送信所  宝塚市境野字板取谷1-76 

 

月～金0800～0900,1800～1900(再)  

たからづかフォーリンカルチャー 

（韓・中・英各20分） 

 月～金0900～1300 たからづかラジオピース 

月～金1500～1800 ハートフルスタジオ835 

金曜日1300～1400 おじゃまします 

金曜日1500～1600 レビューステイション 

土曜日0900～1000 たからづか土曜散歩道 

土曜日1100～1300 Weekend style 

土曜日1300～1500 ぽじだら 

土曜日1500～1700 週刊走攻 

土曜日1700～1900 ぐるっとたからづか 

日曜日0900～1100 たからづかブリーズサンデー 

日曜日1100～1400 Touch the RADIO 

日曜日1400～1430 わんにゃんハッピーラジオ 

日曜日1430～1700 Growing Radio Show 

日曜日1700～1800 話してみれば(宝塚市) 

___________________________________________________ 

兵庫県姫路市 

JOZZ7AU-FM    

FM GENKI 79.3MHz   
http://www.fm-genki.com/ 

株式会社 姫路シティFM21 

___________________________________________________ 

本 社 〒670-0012 兵庫県姫路市本町68番地 イーグ

レひめじ 地下2階 

設 立 2001年3月22日  

開 局 2001年8月1日  

演奏所 本社に同じ  

送信所 姫路市四郷町東阿保 

    字仁寿山   20W 

 

 月～金0700～0900 GENKIモーニングワイド   

月～金1000～1200 ＧＥＮＫＩ暮らしの情報部  

水曜日1200～1300 GENKIごきげんサテライト  

月～金1300～1500 ふるさとげんき交流館  

月～金1600～1830 夕方交差点GENKIもって来い! 

金曜日1000～1200 あの日のときめきカフェテラス 

金曜日1300～1500 播磨まるごと探検隊 

土曜日0830～1100 GENKI虹色キャンバス   

土曜日1100～1200 わくわくサタデー 

土曜日1300～1500 土曜昼ラジマイタウン  

土曜日1500～1730 ヒメジックフェーダー 

日曜日0800～1100 サンデーGENKI No.1 

日曜日1100～1200 文化情報ひめじ 

日曜日1200～1230 GENKIキッズパーク 

日曜日1230～1245 お昼のひととき 

日曜日1245～1255,17:00(再) 市長のサンデートーク 

日曜日1300～1530 GENKIサンデーリクエスト 

日曜日1600～1745 サンデースペシャル1 

___________________________________________________ 

和歌山県有田市 

JOZZ7AV-FM    

FMマザーシップ 88.9MHz  
http://www.fm889.net/ 

株式会社エフエムマザーシップ   

___________________________________________________ 

本 社 〒643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅2026-5 

設 立 2001年9月15日  

開 局 2001年12月7日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  有田郡有田川町長谷244-2  

        鷲ヶ峰コスモスパーク内 10W 

 

 水0800～,金0900～1000 朝から元気！！ 

月～金1000～1100 朝10時心の修行 

月～金1130～1300 サンサンクルーズ 

火,第1-3金,1400～1500 フリマしてます(局舎前で実施) 

木曜日1400～1500 言いたい放題で巨万の富 

月～木1700～1900 利益率日本一！(水～1800) 

金曜日1700～1900 イブニングクルーズ 

土曜日1200～1300 土曜出勤生番組 

土曜日1500～1630 土曜の美学(近畿中部防衛局) 

日曜日1000～1200,1400～1630わかばの広場,署長さん出

番です,君が主役,こころの病,ようこそ山下さん,みどりの

部屋,石恋/釣りに行こう（以上、再放送） 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________ 

滋賀県彦根市 

JOZZ7AW-FM    

FMひこね 78.2MHz   
http://www.fmhikone.jp/ 

エフエムひこねコミュニティ放送  

___________________________________________________ 

本 社 〒5220062 滋賀県彦根市立花町6-19 OBPビル2

階  

設 立 2002年6月20日  

開 局 2002年9月29日  

演奏所 同上  

送信所  清崎町荒神山山頂 10W 

 月～日0700～0750 彦根インフォメーション  

月～日0800～0900 ハートフル Morning 

月～日1130,1900 国際交流アワー(ポルトガル語15分) 

月～日1200,1930 レコメンドmusic!(15分) 

月～日1300,1800 インフォメーション彦根 

月～日1700～1800 子供安全情報／ゆうやけホッと

TIME 

___________________________________________________ 

兵庫県三田市 

JOZZ7AX-FM    

HONEY FM 82.2MHz  
http://www.fm822.com/  

株式会社エフエムさんだ  

___________________________________________________ 

本 社 〒669-1546 兵庫県三田市弥生が丘1-1-1 フロ

ーラ88 3F 

設 立 2002年11月5日  

開 局 2003年1月19日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  三田市貴志字農山2024-11   20W 

 月～金0800～1200 Honey Morning Train 

月～金1200～1500 Favorite song book 

月～金1500～1700 Honey Sound Café 

月～金1700～1800 Honey Sound 5 

土曜日0940～1000 家族えとせとら 

土曜日1000～1040 モーニング・カフェ(第1.3週) 

土曜日1040～1100 校区すみからすみまで(第2.4週) 

土曜日1100～1200 Honey sound brunch 

土曜日1200～1300 Honey Saturday Sho-wa 

日曜日1000～1100 Honey Classsic Café 

日曜日1300～1400 Sunday Daytime fever 

 

 

 

___________________________________________________ 

京都市中京区 

JOZZ7AY-FM    

京都三条ラジオカフェ79.7MHz 
http://radiocafe.jp/ 

特定非営利活動法人京都コミュニティ放送 

___________________________________________________ 

本 社 〒604－8071 京都市中京区寺町三条下ル永楽町

224 とーべぇビル303  

設 立 2001年9月  

開 局 2003年3月31日 

演奏所 本社に同じ 

   （三条寺町コミュニティスタジオ） 

送信所 京都市下京区中堂寺南町134 

       リサーチパーク京都 

    高度技術研究所   20W 

 細かい持ち込み番組が一日中ちりばめてある。 

月1000-1145会員,審議会,編成会,ハロ-ラジオカフェ 

エコロジーニュース 

月～金0755,0955,1255,1655,2155,2255 

土2155,2355日1055,1355,1655,1955,2155,2355 

市民ラジオレポート 

月～金0855,1555(火除く),1655,1855,土1355,1955 

英語ニュース 土日0755,0955,1455,1755,2055,2255 

京ことばニュ-ス 土日0855,1555(日),1655(土),1855, 

___________________________________________________ 

JOZZ7AZ-FM   B-WAVE 79.1MHz（廃止）  

http://www.fm-791.jp  

株式会社BIWA WAVE 

___________________________________________________ 

本 社 〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町179 マイ

カル2番街１F  

設 立 2005年3月1日  

開 局 2005年5月1日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  滋賀県近江八幡市宮内町字日触 

        八幡山ロープウェイ 

近江八幡山頂駅 10W  

 2007年8月1日～9月5日の間、送信用の八木アンテナ

の指向方向を変更、最大実効輻射電力を200W以上に増力

して運用していた事実が年末に発覚。近畿総合通信局の運

用停止処分により2008年1月17日2000～1月29日0700

の間停波。 （左側のつづき） 

 経営悪化により2008年12月19日、自社製作番組を、

12月25日J-WAVEの再送信を終了、フィラーによる音楽

放送を続けた。  

2009年1月12日からエフエムひこねと「近江コミュニテ

ィFMネットワーク」を結成し、同日より朝と夕方に同社

のサイマル放送を開始。FMひこねによる再建援助がはじ

まった。 



 しかし、2009年3月31日をもって支援撤退、同日をも

って提携放送を終了。これによる経営危機により、2009

年5月29日より放送を休止。同年6月11日廃止された。 

___________________________________________________ 

滋賀県東近江市 

JOZZ7BA-FM    

Radio Sweet FMひがしおうみ  

81.5MHz  
http://815.fm/   

びわ湖キャプテン株式会社 

___________________________________________________ 

本 社 〒527-0022 滋賀県東近江市八日市上之町9-488 

設 立 1987年5月14日  

開 局 2005年8月1日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  東近江市百済寺町山口 10W  

『FM802』と提携。一部時間で再送信 

 月～金0700～1000 おはようスィート 

月～土1700～1900 ゆうラジ 

金曜日1700～1900 SWEET JAM 815 

月火木金0930～1000 土0900～1130,1700～1730  

まちづくり協議会、青年会議所、大凧会館などの番組 

多くの時間帯でFM８０２を中継している。ただし、飛び

降り、飛び乗りがある。 

 

___________________________________________________ 

JOZZ7BB-FM  SENSHU JOLLY FM 82.6 82.6MHz(廃止)  

http://www.fm826kai.co.jp/  

貝塚コミュニティ放送株式会社   

___________________________________________________ 

本 社 〒597-0001 大阪府貝塚市近木1447番地  

設 立 2005年12月2日  

開 局 2006年4月1日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  本社に同じ 2W 

 

 月～金1600～1800 Senshu Jolly 4-You 

月～土1800～2400の間はローカルハコ番組 

※金、土は深夜まで。土はミニ番組のネットあり 

金曜日2400～0500 Hana-kin 朝までRadio 

土曜日1300～1500 冒険小学校 

土曜日1500～1555 がってんシネマ！ 

日曜日1000～1100 何でもアリス(木深夜の再) 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

大阪府豊中市 

JOZZ7BC-FM    

FM千里 83.7MHz  
http://www.senri-fm.jp/ 

千里ニュータウンFM放送株式会社  

___________________________________________________ 

本 社 〒560-0085 大阪府豊中市上新田1丁目24番 千

里中央パークヒルズM棟2F 

設 立 2006年12月7日  

開 局 2007年4月1日  

演奏所 本社に同じ  

送信所 吹田市桃山台1丁目1番 

    C-1号 10W 

 

※平日1800～2000はローカルハコ番組群 

※土曜日は鈴木美智子、青木和雄、出野徹之などベテラン

アナウンサーが登場する。 月～日0800～1000 Music 

Cafe（土日～0930） 

月～木1000～1300 ごきげん千里837 

月～木1300～1400 SENRI STREET 

月～金1300～1400 RIVERSIDE AFTERNOON 

月～木1600～1800 愛Love千里837 

月～木1800～2000 元気だ！せんりぃー 

金曜日1000～1300 ごきげんフライデー 

金曜日1300～1400 千里の道も一歩一歩 

金曜日1600～1800 金曜つぶやき電波台 

土曜日0930～1000 おはよう土曜日 

土曜日1000～1300 サタデーパーク 

土曜日1300～1500 あなたに逢いたくて 

土曜日1500～1530 月のリズムセラピー 

土曜日1530～1600 サランヘヨ 

土曜日1600～1630 おしゃべりホームルーム 

土曜日1630～1700 土曜日のカタリスト達 

土曜日1700～1800 映画の森 

日曜日0930～0955,1730～(再) おいしいクラシック 

日曜日1000～1130 素敵にリフォーム 

日曜日1130～1300 デポルトナビゲーション 

日曜日1300～1330 ロックジスタウン 

日曜日1330～1400 ミュージックストーリーズ 

日曜日1400～1600 Count Down Radio Show 

日曜日1600～1700 Rock Breakers 

日曜日1700～1730 ザ・スニーカーズ 

 

 

 

 

 

 

 

http://815.fm/


___________________________________________________ 

兵庫県加古川市 

JOZZ7BD-FM    

BAN-BANラジオ 86.9MHz 
http://www.banban.jp/radio/ 

BAN-BANテレビ株式会社 

___________________________________________________ 

本 社 〒530-8281 兵庫県加古川市加古川町粟津26-2   

設 立 2003年10月1日  

開 局 2007年4月1日  

演奏所 本社に同じ 

送信所  加古川市役所屋上   20W 

 月～金0700～1000 あさスパ！ 

0700～0855 BAN-BANテレビ同時放送 

月～木1200分～1400,1900(再) ウキウキ☆バンビーナ 

月～木1600～1900,2100(再) じもラジ！ 

金曜日1100～1400,2200(再) STEP UP FRIDAY 

金曜日1135～1145,1450他(再) お買い得BAN☆BAN 

金曜日1600～1900 週刊むらさきん 

土曜日1000～1300 ひるサタ 

第4土曜日1200～1300 レポREPOスタジオ 

土曜日1600～1900,2200(再) ジョージーズショウタイム 

日曜日1600～1900,2100～0000(再) HAPPY ROCK JAM 

___________________________________________________ 

和歌山市 

JOZZ7BE-FM    

バナナエフエム 87.7MHz  
http://877.fm/  

特定非営利活動法人エフエム和歌山  

___________________________________________________ 

本 社 〒641-0054 和歌山県和歌山市和歌山市塩屋

5-5-43 日本メディテックス内  

設 立 2006年8月15日  

開 局 2008年4月1日 

演奏所 本社に同じ  

送信所 和歌山市七番丁26-1 

    モンティグレ 

    ダイワロイネットホテル和歌山内 

    屋上   20W 

 

 

 月～金0800～1000 いってらっしゃい！ 

ハッピーモーニング 

月～金1100～1300 ランチブレイク・ラジオと一緒 

月～金1500～1600 アフタヌーンバナナ 

月～金1700～1900 Bananaドライビングミュージック 

金2000～2100,土1300～ KOUKA100%（校歌） 

平日のワイド番組間と土日は自社制作のハコ番組多い。 

___________________________________________________ 

京都府福知山市 

JOZZ7BF-FM    

ふくちやま FM-CASTLE 

79.0MHz  

http://www.fm-castle.jp/ 

福知山ＦＭ放送株式会社 

___________________________________________________ 

本 社 〒620-0947 京都府福知山市旭が丘111番地 北

関西 IITメディアセンター福知山3階  

設 立 2007年7月31日  

開 局 2008年3月3日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  本社に同じ   20W 

 

 月～金0700～0900 ふくちやま生き活きモーニ

ング 

月～金1100～1300 福知山ふるさと季行 

月～金1300～1500 元気だぜ福知山 

月～金1600～1900 キャッスルヤングステーション  

土曜日0700～0900 サタデーめざましキャッスル 

土0900～,日0700～ ふくちやまミュージックパーク 

※連日1900以降は音楽放送 

 

JOZZ7BG-FM   ロケッツ785 78.5MHz  

http://fm-kusatsu.net/  

株式会社えふえむ草津 

本 社 〒525-0034 滋賀県草津市 草津市草津二丁目10

番21号 まちなか交流施設「くさつ夢本陣」1F 

設 立 2008年3月27日  

開 局 2009年3月20日  

演奏所 本社に同じ  

送信所 草津市草津3丁目13番地30号 

       草津市役所内 10W 

社長 酒井恵美子 

草津市の広報出稿、えふえむ草津が主催する各種講座の受

講料が中心。 

 月～金0700～0900 MORNING ROCKETS 

785 

月～金0900～1100 ネタの朝市785 

月～金1100～1300 はやひる785  

月～金1500～1700 おちゃうけ785 

月～金1700～1900 EVENING ROCKETS 785 

土・日0900～1100 WEEKEND ROCKETS 785 

土・日1100～1300 AIR CHECK 785 

土・日1300～1500 KUSATSU NAVI 785 

土・日1500～1700 HOT POT CAFE 785 

 



___________________________________________________ 

京都府京丹後市 

JOZZ7BH-FM    

FMたんご 79.4 MHz  
http://fm-tango.jp/ 

特定非営利活動法人京丹後コミュニティ放送 

___________________________________________________ 

本 社 〒627-0011 京都府京丹後市峰山町丹後825-1 

設 立 2008年8月29日  

開 局 2009年6月1日  

演奏所 本社に同じ  

送信所 京丹後市峰山町 

    西山小字奥ヨリ45-1    20W 

月～金0700～0900 たんごモーニングサンド！ 

月～金1156～1200 ヘッドラインニュース 

月～金1200～1254 ヒーリングシンフォニー 

（月木は1200～丹後の足跡1230～ヒーリング･･） 

月～金1254～1300,1654～1700京丹後市からのおしらせ 

月～金1300～1330 絵本でお昼寝 

月～金1330～1400 どうようひろば 

土曜0800～0900,1200～1300たんごウイークリーサンド 

土曜0900～1000 翼の京丹後ミュージックハーモニー 

         （月曜日0900～1000に再放送） 

土日は自社音楽番組や自社ハコ番組の再放送多い 

___________________________________________________ 

和歌山県田辺市 

JOZZ7BI-FM   

エフエムたなべ 88.5MHz  
http://www.fmtanabe.com/  

FM TANABE株式会社 

___________________________________________________ 

本 社 〒646-0026 和歌山県田辺市宝来町8-21 泉ビ

ル2階 

設 立 2007年12月12日  

開 局 2009年8月8日8時8分  

演奏所 本社に同じ  

送信所 田辺市朝日ヶ丘23-1  

    和歌山県西牟婁総合庁舎   20W 

 月～金0700～0954 グッドモーニングたなべ 

月～金1000～1254 お昼ですよ 

月～金1300～1554 リクエストしよう 

月～金1600～1654 ４時からハイスクール！ 

土・日1000～1254 こいからどこいく 

土・日1300～1554 アフタヌーンスペシャル 

土曜日1600～1854 ハロージャッキー88.5 

 

 

___________________________________________________ 

大阪府堺市 

JOZZ7BJ-FM   

エフエムさかい 89.0MHz  
特定非営利活動法人さかいhill-front forum 

___________________________________________________ 

本 社 〒 堺市東区北野田1084-136 堺市立東文化会

館2階 

設 立 2008年か？  

予備免許 2010年3月3日 

開 局 2010年6月6日 

演奏所 本社に同じ  

送信所 堺市東区北野田1084-136 

 堺市立東文化会館6階   20W 

広報誌上で、開局初年度は「自らのトレーニングとして実

施する」と語っている。 

 

 

 

 


