
____________________________________________________ 

中国 

広島県福山市 

JOZZ8AA-FM  

レディオ BINGO 77.7 MHz  
http://fm777.co.jp/pc/ 

株式会社エフエムふくやま 

___________________________________________________ 

本 社 〒720-0067 広島県福山市 

西町２丁目１０番１号 福山商工会議所ビル１F  

設 立 1996年1月9日  

開 局 1996年8月8日 

演奏所 本社に同じ  

競馬場スタジオ 福山市千代田町1-1-1 

送信所 福山市瀬戸町長和彦山810-3   20W 

 

●開局以来続いていた福山競馬実況中継番組「うまうまサ

ウンドステーション」は2009年3月22日に終了した。 

 

●番組 

月～金0500-0600 <J-wave> 

月～金0600-0645 <Music Bird> 

  ※月0640-0645 馬場康博の演歌王国 

月～金0645-0700 朗読 

月～金0700～0900 GO!GO!びんご～  

月～金0900～1115 おはようときめきタイム  

月～金1115-1200 <Music Bird> 

  ※月・水 1139 緊急テスト放送 

月～金1200-1205 中国新聞ニュース 

月～金1205-1350 <Music Bird> 

  ※火1215-1300 地球市民（多言語放送） 

       1,5週 ポルトガル語   2週 タガログ語 

    3週 中国語       4週 ベトナム語 

   金1215-1300 ミュージック・ミュージック 

月～金1350-1400 インフォメーション（お悔やみ含む） 

月～金1400-1640 <Music Bird>  

※1554-1600 快適生活ショッピング 

月～金1640～1900 イブニングステーション  

1900 月 ハッピーステージ    30 <MB> 

火 <Music Bird> 

水 Radia’n Groove     30 <MB> 

木 Music Bingo 

金 銀幕Night Club    30 <MB> 

2000 <J wave> 

  ※金2200-2245 地球市民（再） 

   金2245-2345 <Music Bird> 

2345 <J wave> 

  ※月 2345-2400 想いが届くラジオ -Walk- 

2400 <Jwave> 翌朝まで 

土曜日 <J wave> 

  ※0800-1000 J-HITS 

1000-1100 Canticな朝 

1100 ハッピーステージ 

   30 ぴあはーるweekend drive 

1200 <J wave> 

1700 <Music Bird> 

1900 <J wave>翌朝まで 

日曜日は終日<J wave> 

 

___________________________________________________ 

山口県萩市 

JOZZ8AB-FM   

FM NANAKO 77.5 MHz  
http://www.haginet.ne.jp/users/nanako775/ 

株式会社エフエム萩  

___________________________________________________ 

本 社 〒758-0041山口県萩市江向451番地 

設 立 1996年6月7日  

開 局 1996年8月8日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  萩市田床山   20W 

 

●番組 

月～金 0800～1000 モーニング775 

月～金 1100～1300 アフタヌーン775  

月～金 1700～1800 イブニング775  

土・日 1000～1200 775ホリデーワイド  

土曜日 1330～1400 ドリームステーション   

土曜日 1430～1500 おかしなラジオ  

土曜日 1500～1600 chimo☆ステージ 

日曜日 1030～1035 商工会議所インフォメーション 

 

___________________________________________________ 

岡山県倉敷市 

JOZZ8AC-FM   

FM くらしき 82.8 MHz   
http://www.fmkurashiki.com/ 

株式会社エフエムくらしき 

___________________________________________________ 

本 社 〒710-8528 岡山県倉敷市白楽町520番地の28  

設 立 1996年5月16日  

開 局 1996年12月24日 

演奏所 同上  

種松山送信所 倉敷市粒江字種松山 



       1856番地の4  

             NTTコミュニケーションズ 

             種松山無線中継所内   20W 

児島送信所 倉敷市児島下の町2丁目 

      2687番地の2 倉敷市水道局 

       児島下の町配水池内 10W 

●2005年11月に緊急告知FMラジオ「こくっち」を倉敷

ケーブルテレビと共同開発。毎月1日の1258～1300に試

験放送。 

●番組 

月～金0700～0900 モーニングくらしき 

月～木1300～1500 ごごいちラジオ  

月～木1600～1900 倉敷ほっとイブニング 

金曜日0900～0915 Good Morning KURASHIKI 

金曜日0930～1130 わくわくフライデー 

金曜日1130～1500 ローカルハコ番組 

金曜日1500～1900 週刊くらしき ハッピーレディオ 

第1金1900～2000 翌週日曜1000～(再)  

倉敷フロントライナー 

土曜日1000～1030 声の広報くらしき 

土曜日1100～1255 デオデオ サテライトサタデー 

土曜日1600～1700 熱血放送局ラジオスタジアム 

土曜日1700～1730 きくへんろ 

日曜日0900～1000 ミュージックブランチ 

日曜日1200～1300 Honda Smart Life  

日曜日2100～2200 音楽図書室 

日曜日2200～2300 月夜の散歩 

___________________________________________________ 

岡山市北区 

JOZZ8AD-FM   

Radio MOMO 79.0MHz  
http://www.fm790.co.jp/ 

株式会社岡山シティエフエム 

___________________________________________________ 

本社・所在地 〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下2丁目

5番50号 山陽新聞第2ビル1階  

設 立 1996年7月23日  

開 局 1997年1月1日 

演奏所 同上  

送信所 岡山市中区門田本町四丁目1番46号 

    ホテルオークラ岡山屋上   20W  

●番組 

月～金0700～0900 OKAYAMA WAKIN' RADIO 

月～金1200～1300 大好き！ＭＯＭＯランチ 

月～金1630～1645 OKAYAMA CITY INFORMATION 

SQUARE 

月～金1645～1900,(金～1830) OKAYAMA EVENING 

CUBE 

土曜日1100～1130,1730(再) ちまたの風 

土曜日1130～1200,1800(再) フォークリバイバル 

土曜日1200～1300､2000～ Sound Memories 

土曜日1300～1330 幸せへのレシピ 

土曜日1330～1400 Kyokumame 

土曜日1400～1500 Sound of Latin America 

土曜日1700～1730 岡山ライブラリー 

土曜日1830～1900 FM男の食卓 

土曜日1900～2000 メガトンロックンロールショー 

土曜日2100～2200 Musick Spectacle 

第4日曜日1230～1300 ケータイキャンパスシティ 

___________________________________________________ 

山口県下関市 

JOZZ8AE-FM   

COME ON! FM 76.4MHz   
http://www.c-fm.co.jp/  

株式会社コミュニティエフエム下関 

___________________________________________________ 

本 社 〒750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2   

設 立 1998年7月2日  

開 局 1998年7月6日  

演奏所 本社に同じ  

送信所 山口県下関市大字高畑  

             霊鷲山 10W 

 

●番組 

月～金0700～0858 海峡朝焼けスタジオ 

月～金1000～1100 MUSIC PALET  

月～金1200～1400 カモンヒルズ764 

月～金1700～1900 ゴジラヂ！  

土曜日0800～1000 はっぴいさたでー 

土曜日1300～1500 Come on! Bar on Saturday 

土曜日1700～1728 Art is Talk  

土曜日1800～1830 ケイズ セレクション 

日曜日0900～0955 グッドモーニングクラシック  

日曜日1000～1200 J-POP ミュージックパーティー 

___________________________________________________ 

広島県尾道市 

JOZZ8AF-FM   

エフエムおのみち 79.4 

79.4MHz  
http://www.fmo.co.jp/ 

尾道エフエム放送株式会社 

___________________________________________________ 

本 社 〒7220035 広島県尾道市土堂2-3-23   

設 立 1999年4月19日  

開 局 1999年6月1日 

演奏所 本社に同じ  



送信所 尾道市向島町・高見山山頂 20W  

2002年6月千光寺山 山頂から移転。 

●番組 

月～金1000～1100 ママ♥ブランチ  

月～金1300～1500 潮風スタジオ７９.４ 

月～金1700～1900 You Gotta Radio 

土・日0755～0800,土1355 おのみちライフ 

地域情報割り込みのある「邦楽リフレイン」枠 

月～金0700～1000  

 月～金0750 インフォメーション尾道 

 月  0800,水金08:20 防災ステーション 

 月  0805 尾道郷土史 

 火～金08:00～OCTVニュース 

月～金1100～1300 

 月～金1115 インフォメーション尾道 

 火木 1125 防災ステーション７９.４ 

土・日0900～1000 

 土  0945 防災ステーション７９.４ 

 日  0945 おのみちライフ 

 土日 0950 インフォメーション尾道 

地域情報割り込みのある「カフェ・スムーズ」枠 

土1900～1000,日1800～1900 

 土  1900,日1800 インフォメーション尾道 

 土  1910,日1810 尾道の民話 

___________________________________________________ 

広島市中区 

JOZZ8AG-FM   

FMちゅーピー 76.6MHz  
http://chupea.fm/ 

株式会社中国コミュニケーションネットワーク  

___________________________________________________ 

本 社 〒730-0854 広島県広島市中区土橋町7-1 中国

新聞ビル7階   

設 立 1987年5月20日  

開 局 2000年5月1日  

演奏所 広島市中区土橋町7-1 

         中国新聞ビル9階  

送信所 広島市南区黄金山町1256-4   20W 

●2008年5月「ひろしまPステーション」から変更。 

●番組 

月曜日0900～1050 マッスル×ハッスル 

月～金1050～1130 Dailyカフェα 

月～金1300～1500 広島すまいるカフェ 

月曜日1600～1630 土1800～(再) R-50  

月～木1700～1730 週末おでかけステーション 

火～木0900～1050 一日一ぜん 

火曜日1600～1630 金1730～(再)ピースロード 

水曜日1130～1200 日1730～(再)ハートフルさろん 

木曜日1130～1150 週間ふくふく 

金曜日0900～1050 イニミニ radio  

金曜日1600～1630 本通・金座街まる得BOX 

金曜日1800～2000 ブチ抜き！小僧ROCK 

金曜日2000～2030 スナックよしの 

土曜日1630～1800 ラッキーサタデー 

土曜日1830～1855 アンチエイジングLife 

日曜日1730～1800 広島最高！ 

___________________________________________________ 

山口県宇部市 

JOZZ8AH-FM   

エフエムきらら 80.4MHz  
http://www.kirara804.com/ 

株式会社エフエムきらら  

___________________________________________________ 

本 社 〒755-0029 山口県宇部市宇部市新天町1-2-36  

設 立 2002年5月27日 

開 局 2002年7月14日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  宇部市大字善和字鳥越 

            霜降山   20W 

●番組 

月～金0700～0900 Good Morning Kirara 

月～金0900～1200 Kikirara 

月～金1200～1300 ランチタイムKirara 

月～金1300～1500 Zettai Kirara 

月～木1700～1800 オウチに帰ろ 

月～木1800～1900 今夜はどうしまSHOW 

土曜日0700～0900 Ohasta Kirara 

土曜日0900～1100 街 ing Kirara 

土・日1100～1200 どうするランチ 

土曜日1200～1300 昼ドキKirara 

土曜日1300～1500 カフェ・ド・kirara 

土曜日1500～1600 Happy Airport 山口宇部空港 

土曜日1600～1900 Kirara Saturday 

日曜日0800～0900 Ohasun Kirara 

日曜日0900～1100 ビューティフルサンデー 

日曜日1100～1200 どうするランチ 

日曜日1300～1600 ティータイムKirara 

日曜日1600～1700 Kirara Sunday 

日曜日1700～1800 週刊きららこどもマガジン 

日曜日1800～1900 今夜もOHIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________ 

島根県出雲市 

JOZZ8AI-FM   

愛ステーション 80.1MHz   
http://www.fmizumo.jp/ 

株式会社エフエムいずも  

___________________________________________________ 

本 社 〒693-0064 島根県出雲市里方町545   

開 局 2003年4月16日 

演奏所 本社に同じ  

送信所 出雲市ゆめっくす出雲屋上   20W 

●番組 

月-金0700～0900 スタジオ801 

月-金1200～1400(月火～1330) さわやか Iステーション 

月-金1700～1900(水～1830) ばんじまして情報局 

水曜日1100～1200 緊急割り込み放送訓練 

※国土交通省出雲河川事務所。音楽放送中に5分程度。 

土曜日0930～1100 おちらとサタデー 

___________________________________________________ 

山口県周南市（旧徳山市） 

JOZZ8AJ-FM   

しゅうなんエフエム 78.4  

78.4MHz  

http://www.fms784.co.jp/ 

エフエム周南株式会社  

___________________________________________________ 

本 社 〒745-0801 山口県周南市大字久米3918   

設 立 2003年7月17日  

開 局 2003年10月7日  

演奏所 山口県下松市中央町21-3  

送信所  周南市栗屋 太華山   20W 

●番組 

月～金0700～0855 Good Morning 周南！ 

月～金1000～1100,土1500～ 

 はじけてBAN BO～Nザ・モール周南!! 

月～金1100～1155 スウィート１１ 

月～金1200～1500 ラリーボイスJAM784  

月～金1700-1900(木-1830,金-1800)Shunan Evening 

Wave  

土曜日1000～1155 ほっとぶれいくサタデー 

土1200～1230(日1200再) 唄のタイムカプセル 

土曜日1400～1455 ラジオくらぶ 

日曜日1230～1300 ティーンズスクエア 

日曜日1500～1600 フルーツ娘のおしゃべりカフェ 

日曜日1600～1630 サンデー・フロム・ワン 

日曜日1630～1700 周南ジャズクラブ 

 

___________________________________________________ 

JOZZ8AK-FM  FMななみ(廃局) 77.3MHz 

五日市コミュニティ放送株式会社  

___________________________________________________ 

本 社 〒731-5124 広島県広島市佐伯区皆賀4-19-6 ミ

スズガーデン内   

設 立 2003年11月7日  

開 局 2004年4月18日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  広島市佐伯区倉重町 

              字栄草原301   20W 

●経営と事業見通しの困難から2007年12月1日放送休止、

2008年3月31日付で廃局。本社は、2008年4月初旬に

撤去された。 

エフエムななみの記念サイト 

http://cobalt01aki.hp.infoseek.co.jp/pqge00001.htm 

___________________________________________________ 

山口県防府市 

JOZZ8AL-FM   

FMわっしょい 76.7MHz  
http://www.fm-wassyoi.jp 

株式会社ぷらざFM  

___________________________________________________ 

本 社 〒747-0037 山口県防府市八王子2-8-9 デザイ

ンプラザHOFU1階 

設 立 2004年  

開 局 2004年12月12日 

演奏所 本社に同じ  

送信所  防府市向島・錦山中17W 

代表者は大村印刷社長でもある大村俊雄。 

●番組 

月～金は0700～2100 

土曜日は0800～2100 

日曜日は0800～2000 

【わっしょいRadio Magazine】 

月～金0755,0855,1655,1755,1955, 

日0855,1755, 月～日1855 月～金0700～0900 わっし

ょいMorning Scramble 

月～金1130～1245 わっしょいLunch Box 

月～金1245～1300 防府市からのお知らせ 

月～金1630～1855 わっしょいEvening Style 

土曜日1200～1500 お昼だよわっしょい 

土曜日1800～1900 わっしょいスポーツチャンネル 

日曜日0800～0855 わっしょいキーパーソン 

日曜日1700～1755 This is わっしょい Station 

日曜日1800～1900 わっしょいスポーツチャンネル 

 

 

 



___________________________________________________ 

山口県長門市 

JOZZ8AM-FM   

FM AQUA 87.8MHz  
http://www.fmaqua.jp/ 

株式会社FMながと  

___________________________________________________ 

本 社 〒759-4101山口県長門市東深川803-2 WAVE R2  

開 局 2005年2月25日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  長門市日置上矢ヶ浦 

         矢ヶ浦岳山頂   20W 

●番組 

月～金0700～0900 Good Morning AQUA 

月～金0900～1000 情報スパークリング 

月～金1000-1200, 1800-2200, 土0900-1400 ハコ番組 

月～金1200～1300 Beat Communication 

月～金1300～1400 Sports Station 

月～金1400～1600 月曜文芸部/火曜園芸部/水曜情報部/木

曜研究部/金曜芸能部 

月～金1600～1700 Fujimitsu Seaside Music 

月～金1700～1730 Vivid Radio 

月～金1730～1800 ルネッサマガジン 

土曜日0700～0900 モーニング芸スポ 

土曜日1400～1600 ぼんじゅーる 

土曜日1600～1700 バイキングスタイル 

土曜日1700～1800 ベイサイドストーリー 

土曜日1800～2000 Crescendo 

日曜日0700～0900 人生各駅停車 

日曜日0900～1100 Wake up Sunday 

日曜日1100～1200 SNB 

日曜日1300～1500 AQUA avenue 87.8 

日曜日1500～1700 満足 café 

___________________________________________________ 

岡山県笠岡市 

JOZZ8AN-FM   

エフエムゆめウェーブ 79.2MHz  
http://www.yumewave.jp/ 

エフエムゆめウェーブ株式会社  

___________________________________________________ 

本 社 〒714-0081 岡山県笠岡市笠岡4295番地の6 ト

ピアビル  

設 立 2005年7月1日  

開 局 2006年5月1日  

演奏所 岡山県浅口市鴨方町鴨方 1101番地の1  

              笠岡放送浅口局内  

送信所  岡山県笠岡市神島外浦 

          字栂の丸山   20W  

●番組 

月～金0730～0900 モーニング79.2 

月～金1145～1200 ひるどきインフォメーション 

月～金1730～1830 ゆめウェーブ792 

金曜日0900～1100 Kick Out the jams 

土曜日0900～0915 ウイークエンドナビ 

土曜日1700～1800 おえはま青春リクエスト 

___________________________________________________ 

鳥取市 

JOZZ8AO-FM   

RADIO BIRD 82.5MHz   
http://www.radiobird.net/ 

株式会社FM鳥取 

___________________________________________________ 

本 社 〒680-0835鳥取県鳥取市東品治町106番地鳥取

バスターミナル2F  

設 立 2006年3月3日  

開 局 2006年8月25日  

演奏所 本社に同じ  

送信所 鳥取市本陣山山頂（太閤ヶ平）20W 

●番組 

月～金0700～0900 TOTTORI MORNING EXPRESS  

月～金1130-1400(金～1630)INFOMUSEMENT 

STATION  

月～金1630～1900 HIT RADIO 825  

日曜日1654～1700 MEET The"Fu-Aｎ(風庵)" 

（上記時間以外、全日J-wave中継） 

___________________________________________________ 

広島県廿日市市 

JOZZ8AP-FM   

エフエムはつかいち 76.1MHz  
http://www.761.jp/ 

株式会社FMはつかいち 

___________________________________________________ 

本 社 〒738-0014 広島県廿日市市住吉一丁目5番26

号 

開 局 2008年2月23日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  廿日市市大野字福面74-435   20W 

●番組 

月～金0700～1000(金～0830) ぐっどもーにんぐ761 

月～木1100～12001ゴゴマエSunshine 

月～木1500～1800(木金～1700)らららラジオ 

金曜日1300～1600 ほっとプラスはつフラ 

土・日0700～1000 Wake Up サタデイ／サンデイ 

土・日1000～1200 クルージングサタデー／サンデー 



土曜日1400～1600 Happy Happy Saturday 

土・日1700～1800 Stay Tune 761 

____________________________________________________ 

広島市安佐南区 

JOZZ8AQ-FM  

エフエムハムスター 79.0MHz 
特定非営利活動法人エフエムハムスター 

___________________________________________________ 

本 社 〒731-0192 広島県広島市安佐南区祇園5-37-1 

広島経済大学メディア情報センター内   

NPO法人承認日 2009年1月13日  

開 局 2009年5月11日 

演奏所 本社に同じ  

送信所  安佐南区祇園・武田山  20W  

代表者 古本泊 

●番組 

月～金0855～1805のみ放送 

自社制作番組 

0900～1030 1055～1100 1330～1500 1700～1805 

上記以外の時間はミュージックバードを中継。 

___________________________________________________ 

岡山県津山市 

JOZZ8AR-FM   

エフエムつやま 78.0MHz  
http://www.fm-tsuyama.jp/ 

 特定非営利活動法人つやまコミュニティFM 

___________________________________________________ 

本社 岡山県津山市下田邑2232-20 

発 足 2005年3月 

設 立 2006年9月  

NPO承認 2007年1月 

演奏所 津山市京町４３ 吉田楽器店内 

送信所  津山市加茂町・天狗寺山 

定時放送 2007年2月24日（ミニＦＭ） 

試験放送 2009年7月31日（免許放送） 

本放送  2009年12月24日 

試験放送が落雷のため8/7～8/12に中断  

●番組 

毎 日0630～0700放送開始～情報と音楽 

月～金0700～1000モーニングセット¥780BOX 

月～金1200～1400お茶楽気（ちゃらけ）ランチ  

月～金1800～2000You Gott@！７８０ 

金曜日2000～2100Myタウン小原（小原町内会青壮年） 

土曜日0700～1000好きです！つやま！７８０ 

土曜日1400～1600Everyday is a Winding Road 

日曜日0700～0800地域情報速報タイム 朝の音楽 

 

___________________________________________________

【参考資料】 隠岐FM放送局  82.7MHz  

日本海の楽園・隠岐ビッグセブン FM JOFZ 

FM山陰隠岐中継局 JOVU-FM2 

隠岐ＦＭ放送運営委員会  

西郷町役場ふるさと振興課内 

『隠岐ＦＭ放送局概要』より                        

●開局の経緯 

 隠岐ＦＭ放送局は、島根県と隠岐島７か町村で組織する

隠岐ＦＭ放送運営委員会が、若者の定住対策、コミュニテ

ィ活動、観光情報発信等の施策として平成５(1993)年５月

から開局運営しています。開局時は、同年４月に就航した

高速船「レインボー」の記念イベントをはじめ、隠岐島の

広域イベントを放送する「イベントＦＭ放送局（日本海の

楽園・隠岐ビッグセブンJOFZ-FM）」として毎年度、免許

認可を得ながら３年間継続開局を行いました。平成８

(1996)年度からは、ＦＭ山陰の中継局として運営を開始し、

毎年５月から１０月末迄の６ヶ月間、ローカル放送局とし

て自主制作番組を１日２時間放送し、週１回ＦＭ山陰と共

同制作番組を全山陰へ放送しています。自主番組以外の放

送時間帯は常時ＦＭ山陰の番組を放送しています。 

※西暦およびイベント局の呼称を追記した  

●放送期間    毎年５月１日から１０月３１日 

●放送エリア    隠岐島全域及び山陰両県 

●スタジオ     西郷港フェリーターミナル３Ｆ 

●送信アンテナ   横尾山山頂 １００W 

●編成（隠岐ＦＭ放送運営委員会websiteより） 

月 1900ＨＡＰＰＹまにあ / 2000バーニングウルフ 

火 1900デリシャス･リップ / 2000センチメンタル 

水 1900OKIナイト / 2000ガチンコ２ 

木 1900極楽ビーナス / 2000山田政尾の木曜ＦＭ  

金 1900PAOPAOおじゃまイカ / 2000金曜特番！ 

 ※二・四金曜日『もっと隠岐を知って貰おう』 

土 1900DO-ZENプレゼンツ / 2000B-BEAT   

日 1800～1855 ＯＫＩランド(全山陰向け)  

   1900 ばんばかJOI２ / 2000 港でパッションタイム 

※1996年にコールサインJOVU-FM2が与えられた。 

※ローカルおよび隠岐スタジオ制作のFM山陰番組は

2005年に廃止され、現在は中継局となった。 

※0800～0900の放送もあったと記録されている  

※日曜1800からの番組はFM山陰本局を通じて全山陰向

けに放送されていた。 

「FMおき」は免許上はイベント放送局あるいは標準FM

放送局の中継放送局であったが、エリアの重要に応える形

で事実上コミュニティ向け放送を実施したため、ここに資

料を掲載する。 

 

  



____________________________________________________ 

四国 

香川県坂出市 

JOZZ9AA-FM   

FM SUN 76.1MHz 
http://www.kbn.ne.jp/fm/  

エフエム・サン株式会社 

本 社 〒7620001 香川県坂出市京町1丁目6-37 

設 立 1993年7月1日  

開 局 1994年3月31日  

演奏所 同上  

送信所 綾歌郡宇多津町字平山2719-1  

     聖通寺山山頂   20W 

●番組 

月～金0700～0930 モーニングウェーブ FM  

※FM 81.5と同時放送 

月～金1000～1300 自社制作ハコ番組 

月～金1300～1450,2030～(再) Week day みっくす 

（月～水 坂出発、木・金 宇多津発） 

月～金1450～1500 山陽新聞N天 

土曜日1400～1500 Loveサタデー(宇多津発) 

※上記以外の昼間ほぼJ-wave中継 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

高松市 

JOZZ9AB-FM   

FM81.5 （旧MAN de GAN815） 

81.5MHz  

http://www.fm815.com/  

FM高松コミュニティ放送株式会社 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本 社 〒760-8519 香川県高松市藤塚町1-11-22  

設 立 1995年11月10日  

開 局 1996年4月1日  

演奏所 同上  

送信所 高松市西宝町二丁目888-3  20W  

1996年4月1日「MAN de GAN815」開局  

2005年4月1日高松シティエフエムを吸収合併。「FM81.5」

に変更。 

●番組 

月～金0700～0930 モーニングウェーブ  

※FM SUN 76.1MHzと同時放送 

月～金1000～1200 BOOM BOOM SONIC JAPAN 

月～木1230～1500 815 Happy Station 

金曜日1230～1500 よくばりな金曜日 

土曜日1230～1300レディオスプラッシュ!（第1,3） 

Music Time (第2・4・5)  

第2日曜1400～1600 サンポート Looking for the Light 

___________________________________________________

徳島県徳島市 

JOZZ9AC-FM   

B-FM791 79.1MHz 
http://www.bfm.jp 

株式会社エフエムびざん 

___________________________________________________ 

本 社 〒 770-8585 徳島県徳島市山城町東浜傍示1-1設 

立 1995年9月12日  

開 局 1996年7月1日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  徳島市眉山町茂助が原12   20W 

●番組 

月～金0700～0855 B-HOP MORNING 

月～日0855～0900 B-FM GoGoリポート  

月～木1100～1155,2200(再) B-STEP TALKING 

月～金1155～1200 いただきますっ子 

月～木1400～1600 B*B Cafe 

月～金1800～1900 B-jump Sunset 

金曜日0700～0855 B-HOP Break 

金曜日1030～1155 レインボーｍｉｘ 

金曜日1230～1500 よくばりな金曜日 

火1930 土1100,1130 自衛隊ラジオ広報室（土曜は再） 

火2100～2130,土1200～1230(再) らじお阿波踊り 

水2100～2130,日1200～1230(再)阿波道中膝栗毛 

___________________________________________________ 

JOZZ9AD-FM  FMセト（廃局） 77.4 MHz 

エフエムセト  

本 社 〒763-0082 香川県丸亀市東3丁目155  

設 立 1996年  

開 局 1996年12月26日  

演奏所 同上  

送信所 丸亀市土器町東5-1236 青の山山頂 10W  

●経営難からエフエムサンの子会社となっていたが、2008

年4月13日21時で停波。廃局した。 

  

JOZZ9AE-FM  FM こんぴら（廃局） 76.3MHz 

エフエムこんぴら株式会社 

本 社 〒766-0004 香川県仲多度郡琴平町  

設 立 1996年8月15日  

開 局 1997年2月3日  

演奏所 同上  

送信所 本社に同じ 10W  

●経営難から1998年11月の臨時株主総会で運営会社の解

散を決議。同年11月30日の放送を最後に停波。日本では

http://www.bfm.jp/


経営難によるはじめての放送局廃止例。 

  

JOZZ9AF-FM  FM MARINO（廃局） 78.0MHz  

株式会社高松シティエフエム  

本 社 〒760-8577 香川県高松市  

設 立 1996年11月13日  

開 局 1997年1月25日  

演奏所 同上  

送信所  高松市西宝町2丁目888-3 

           石清尾山   20W  

●2005年3月31日2400放送終了。FM高松に吸収合併

され、一部の番組が継承された。 

 

高知市 JOZZ9AG-FM   

Whale Station 762 
高知シティエフエムラジオ放送株式会社  

_______________________________________________ 

〒780-8010 高知市桟橋通1丁目10番4号  

開 局 2000年4月2日  

演奏所 高知県高知市桟橋通1-10-4  

送信所 高知県高知市五台山 

    字大島山ノ部4202-1   20W 

●番組 

月～金0800～0805 県内の交通取締情報 

月～金0805～0810 癒しの森 

月～金1130～1145 ああだ、こうだ、言いたい放題 

月～金1145～1200 高知のえいとこ全部教えるでぇ～！ 

月～金1730～1800 不景気はチャンスがいっぱい 

第一木1800～1815 人・酒。そして語らい 

第一木1815～1830 連合ホットライン 

第2～4木1800～1830 ラジオでつなぐ防災フォーラム 

金曜日1900～1915 キレイラジオ 

第四金1800～1830 TJKタンツボ 

金曜日2130～2200 JAZZ小堆積 

土・日1055～1100 県内の交通取締情報 

日曜日1900～1930 バトルインディーズ 

※上記以外すべてJ-wave中継 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

愛媛県今治市 JOZZ9AH-FM   

FMラヂオバリバリ 78.9MHz 
http://www.baribari789.com  

今治コミュニティ放送株式会社 

_______________________________________________ 

本 社 〒794-0015 愛媛県今治市常盤町2丁目2-1  

設 立 2001年12月25日  

開 局 2002年2月17日  

1999年5月本四連絡橋部全線開通記念イベント放送局「し

まなみばりばりFM」が母体。 

演奏所 本社に同じ  

送信所 愛媛県今治市石井町5丁目1211-4 近見山   

20W 

_______________________________________________ 

【参考】しまなみばりばり FM  JOYZ9AA-FM  

1999年7月19日～9月30日 78.9MHz 10W 

演奏所  今治港湾ビル1階  

_______________________________________________  

●番組 

月～金0700,1655 今治避難インフォメーション 

月～金0705,土日0755 おくやみ情報 

月～金0800～1030 すっぴん小町 

月～金1130～1330 プリバリ 

月～金1730～1930 （ローカル生） 

土曜日0905～1125 CARRY M's CAFE 

土曜日1130～1255 昼妄℃ユッキー待夢 

土曜日1700～1830 今治学生委員会(ミニ番組集) 

日曜日0900～1555 （ローカルミニ番組集中放送） 

 

  



_______________________________________________ 

九州 
沖縄県の局は別表にまとめた 

______________________________________________ 

福岡・天神 

JOZZ0AA-FM   

FREE WAVE 77.7 MHz  
http://www.freewave777.com/ 

天神エフエム株式会社 

_______________________________________________ 

本 社 〒810-8516 福岡県福岡市中央区今泉1丁目12

番23号西鉄今泉ビル5階  

設 立 1996年4月1日  

開 局 1996年10月1日  

演奏所 本社に同じ  

送信所 福岡市中央区天神2丁目2番43号 

    ソラリアプラザビル屋上 20W 

●西日本鉄道のグループに属す。2010年6月にLove FM

（福岡国際放送）を譲受し、集中排除の原則が適用される

かどうか要注目である。ほとんど自社制作番組。 

●番組 

月～金0700～0900 MORNING WAVE 

月～金0900～1000 morning contact 

月～金1000～1030 世界のアルバム  

月～木1030～1400 メロヒールO！  

金曜日1030～1400 Friday Blossom 

月～金1400～1500 daytime contact 

月～金1500～2000 Park Side Cafe  

月～木2000～2100 night contact 

月～木2100～2300 日々是日  々 土曜日0900～

1000 今日も笑顔に！ファミリアソングズ 

土曜日1000～1200 TENJIN CENTRAL BOWL 

土曜日1200～1400 TENJIN DX 

土曜日1400～1430 meet the よか音 

土曜日1430～1500 E-STYLE 

土曜日1600～1800 STREET ZONE 

日曜日0900～1000 Tenjin Fondue 

日曜日1000～1200 Masala Banda 

日曜日1200～1400 TENJIN DX 

日曜日1400～1430 TOWER RECORD COUNT DOWN 

RADIO 

日曜日1430～1500 アコーディオンの時間 

日曜日1500～1600 weekend contact 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

熊本市  

JOZZ0AB-FM   

FM791  79.1 MHz   
http://www.fm791.jp/  

熊本シティエフエム株式会社 

_______________________________________________ 

本 社 〒860-0804 熊本県熊本市辛島町8-23 桜ビル

2階  

設 立 1996年2月1日  

開 局 1996年4月1日 

演奏所 本社に同じ  

送信所 金峰山山頂 20W 

●番組    

月～木0700～0900 朝リズム 

金曜日0700～0900 朝ッパラ 

月～金1200-1206くまもと安心安全大作戦 

月曜日1206～1500 すぱラジ 

火曜日1206～1500 オトコミHi! Yo! 

火曜日1600～1855 コモエスタ辛島町 水曜日1206～

1500 まる得ラジオ 

水曜日1600～1855 Heartbeat City Club(サテライト) 

木曜日1206～1500 ダウンタウンストリートショップ 

木曜日1600～1855 ロッキンレディオ(サテライト) 

金曜日1100～1500 校区のチカラ 

金曜日1700～1855 Serena Serata(サテライト) 

金曜日1900～2100 みんなのラジオ！ 

土曜日1100～1500 AIR GROOVE 

土曜日1600～1800 サタデーオールリクエスト 

日曜日1000～1100 Cityで学ぼう 

日曜日1400～1500 子どもラジオ局 

_______________________________________________ 

JOZZ0AC-FM   

FMたまん 76.3 MHz  

http://www.fm-taman.com 

株式会社いとまんコミュニティエフエム放送 

本 社 〒901-0303 糸満市兼城589-1  

_______________________________________________ 

JOZZ0AD-FM  FMチャンプラ  

（FMコザに事業譲渡して JOZZ0AS-FM） 76.1 MHz  

沖縄市ＦＭコミュニティ放送株式会社 本 社 〒904-8531 

沖縄市中央１丁目６-６ 琉球出版社ビル 

※沖縄局は別表にまとめた  

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________ 

熊本県八代市 

JOZZ0AE-FM   

かっぱ FM 76.5 MHz  
http://www.kappafm.com/ 

株式会社エフエムやつしろ  

_______________________________________________ 

本 社 〒866-0883 熊本県八代市松江町355-5  

設 立 1997年8月7日  

開 局 1997年10月1日  

演奏所 本社に同じ  

送信所 八代市本町2-1-5 20W  

●番組 

月～金0800～0900 かっぱＦＭ７６．５ 

月～金0900～1100 HOP STEP 月～金1100～1300 

ワイワイ編集局 

月～金1300～1455 かっぱのoh!ちゃちゃ 

月～金1000～1010,1450～（再）市役所だより 

月～金1700～1900 ちょっと早いお酒タイム 

月～金1900～2000 ぼくらの放送大集合！！ 

土・日0850,1145,1745 熊日Ｎ、天気予報 

_______________________________________________ 

鹿児島市 

JOZZ0AF-FM 

FRIENDS FM  76.2 MHz  
http://www.friendsfm.co.jp/ 

鹿児島シティエフエム 株式会社 

_______________________________________________ 

本 社 〒8920841 鹿児島県鹿児島市下荒田1-20-4   

設 立 1997年5月14日  

開 局 1997年10月1日  

演奏所 本社に同じ  

送信所 鹿児島市紫原6丁目15番8号 

    鹿児島テレビ放送本社鉄塔 20W 

鹿児島テレビ放送の関連企業 

●番組 

月～金0800～1000 かごしま通勤Navigation 

月～木1130～1400 空とぶTAMAGO 

月～金1645～1700 清水哲男の鹿児島裏表 

月～木1700～1900 発掘！いいよね本舗 

金曜日1700～1900 ゆみちゃんねる 

土曜日1230～1300 KTS Suppinぶれいく 

土曜日1800～1900 ASIAN WAVE 

月～日0955～1000 山形屋ハートフルライフ 

上記以外はJ-wave中継の時間多し 

 

 

_______________________________________________ 

JOZZ0AG-FM  ほっとラジオ（廃局） 76.4 MHz 

http://www.sysken.or.jp/fmtamana/ 

株式会社エフエムたまな  

_______________________________________________ 

本 社 〒865-0031 熊本県玉名市田崎832   

設 立 1997年7月1日  

開 局 1998年2月22日  

廃止日 2006年4月30日 

演奏所 本社に同じ  

送信所  本社に同じ 20W 

●浦島海苔設立50周年記念事業として開局。同社敷地内

に置かれた。慢性的な赤字と浦島海苔の経営危機から放送

事業廃止。 【往時の番組】 

月～金 ぐるぐる764、よか朝ねっと  

月～木 日刊たまな、ぐるぐる764 

金曜日 はなKINNAVI、週刊たまな 

J-wave中継を実施していた。 

2009年冬までは「閉局のおしらせ」websiteが残されてい

た。 

_______________________________________________ 

熊本県阿蘇郡小国町 

JOZZ0AH-FM   

green pocket  76.5 MHz 
http://www4.ocn.ne.jp/~fmoguni/  

株式会社エフエム小国  

_______________________________________________ 

本 社 〒869-2562 熊本県阿蘇郡小国町宮原1567-1 小

国町役場1階   

設 立 1997年11月7日  

開 局 1998年7月6日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  阿蘇郡小国町下城字栃木谷2327  20W 

●緊急警報放送を実施。自主制作時間帯以外は福岡の

CROSS FMを再送信。 

●番組 

月～日0725-0730, 1825-1830 ピンポンパンポン 

火～金0900-0905,1000,1100 天/今日のグリーンサラダ 

火～金1200～1500 グリーンサラダ（箱番組多く含む） 

   同日1725～2000再放送 

土曜日1200～1500 サラダバイキング 

日曜日1000～1500 サンデーゆうステーション 

日曜日1700～1825 広報小国  

上記以外の時間と月曜日の大半はCROSS FM中継。 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________ 

福岡県久留米市 

JOZZ0AI-FM   

DreamsFM  76.5 MHz 
http://www.dreamsfm.co.jp/  

ドリームスエフエム放送株式会社 

_______________________________________________ 

本 社 〒839-0000 福岡県久留米市中央町35-20 

設 立 1998年6月29日  

開 局 1998年12月23日 

演奏所 本社に同じ  

サテライトスタジオ 六ツ門商店街内「六角堂広場」内 

送信所 久留米市御井町1 20W  

●以前使用していたFM KURUME(ミニFM)サテライト

スタジオは焼失した。 

●番組 

月～金0700～1000 モーニング・エクスプレス 

月～金1000～1100,2000(再) ミュージックフェスタ 

月～日1100～1200 クラシックをあなたと 

月～金1200～1500 ほとめきラジオ 

月～金1500～1700,1900～2000 演歌パラダイス 

月～金1700～1900 BEGINNER'S SPICE 

土曜日0700～0800 日0900～(再)flow the music 

土曜日0800～0930 サタデーモーニングミュージアム 

土曜日0930～1000久留米オン・マイ・マインド(KBC共

同) 

土曜日1200～1500 ちびっこワンダーランド 

土曜1500～1600 日1200～(再)フォーク・ふるさと劇場 

土曜日1600～1700 ときめきヌーボー(サテライト) 

日曜日0600～0700､1700-(再) 落語たっぷり 

日曜日0800～0830 詩吟の世界 

日曜日0830～0900 Happiness Cafe 

日曜日1000～1100 2000～(再)こころのメロディー 

日曜日1300～1600 にち☆ひる(サテライト) 

_______________________________________________ 

宮崎市 

JOZZ0AJ-FM  

サンシャイン FM  76.1 MHz 
http://www.sunfm.co.jp/  

株式会社宮崎サンシャインエフエム  

_______________________________________________ 

本 社 〒880-8576 宮崎県宮崎市橘通東3丁目6-34 サ

ダマツビル3F  

開 局 1999年2月14日 

演奏所 本社に同じ  

送信所 宮崎市山崎町字浜山 

    シェラトン・グランデ・ 

       オーシャンリゾート 20W 

●番組 

月～木0500～0800 Morning Stream 

月～木0800～1100 Morning Sunshine 

月～金0800～1100 ウイークエンドサンシャイン 

月～金1100～1555 sunshine breeze 

※1155-ミニ番,金1200-1300お昼の歌謡曲 

月～木1600～1900 若草サンセットレディオ 

金曜日1600～1900 MEGAラジ＋ 

土・日1100～1200 きらり宮崎(日は再放送) 

土曜日1200～1300 南九州大学ブロードキャスト 

土曜日1400～1500 宮崎公立大学ブロードキャスト 

土曜日1600～1700 宮崎大学ブロードキャスト 

日曜日1000～1030 サンシャインブリーズ 

日曜日1030～1100 週刊市役所マガジン 

_______________________________________________ 

JOZZ0AK-FM  City FM77 77.0MHz（廃止） 

宮崎シティエフエム 株式会社  

本 社 〒880-8517 宮崎県宮崎市橘通東1-5-8  

送信所  宮崎アーバンホテル屋上 

免許失効 2005年10月31日 

  経営問題により、期日（7月31日）までの免

許更新申請を断念。失効日に放送を終了した。 

_______________________________________________ 

長崎県諫早市 

JOZZ0AL-FM   

レインボーFM 77.1 MHz 
http://www.771fm.com/ 

株式会社エフエム諫早   

_______________________________________________ 

本 社 〒854-0061 長崎県諫早市宇都町29-1(諫早市健

康福祉センター内 B1F)  

設 立 1999年11月25日  

開 局 2000年1月1日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  諫早市宇都町240-1 

       上山公園頂上展望所 20W 

●番組 

月～木0700～0900 イッコのおまかせモーニング 

月曜日1000～1100 落語の時間ですよ 

月～木1100～1400 ハートフルレインボー  

月～木1700～1900 陽はまたのぼる？ 

月～金1700～1900 Music Now  

金曜日0700～0900 朝金ラジオ 

金曜日1100～1400 パワフルサラダ 

土曜日1200～1400 山口知子のShining Bright! 

土曜日1600～1800 サタデー・オール・リクエスト 

日曜日1200～1300 気まぐれレインボー 

日曜日1500～1530 あつまれナナイロ☆ＫＩＤＳ 

日曜日1530～1600 デジカメジャーニー「写真の庭」 



_______________________________________________ 

福岡県築上町 

JOZZ0AM-FM   

スターコーン FM 76.7 MHz  

http://www.starcornfm.com/  

東九州コミュニティー放送  

_______________________________________________ 

本 社 〒829-0393 福岡県築上郡築上町大字椎田891-3   

設 立 1999年5月6日  

開 局 2000年1月8日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  築上郡築上町船迫1343-1 

         築上町浄水場横 20W 

●番組 

月～金0700～0900 ケイチクRISE767 

月～金1100～1400 京築アドベンチャーズ 

月～金1700～1900 ただいま！ラジオ 

金曜日1600～1700 京築街角リクエスト 

土0900～1000日1700～1730 市民制作番組 または音楽 

土曜日1200～1500 どげでんラジオ 

_______________________________________________ 

福岡市早良区 

JOZZ0AN-FM   

FM MiMi  

→ StyleFM 76.8 MHz 

http://www.768.jp/  

福岡コミュニティ放送株式会社 

_______________________________________________ 

本 社 〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-4-27 

AIビル10F  

開 局 2000年3月3日  

演奏所 本社に同じ  

送信所 福岡市早良区百道浜 

           福岡タワー 20W  

2005年に経営体制を変更。 

2006年3月3日「FM MiMi」から改称。ターゲットを女

性に絞り込んだ。 

●番組 

月～金0730～1000 Morning MiMi 

月～金1230～1500 きれい計画.com  

月～木1700～1830 Evening MiMi 土曜日1000～1100 

博多文化塾 

土曜日1130～1200 Vip Room 

土曜日1200～1230 言葉の美容室 

土曜日1500～1600 Japan Now 

土曜日1600～1700 No Doubt 

土曜日1700～1730 博多OFF会 

日曜日1000～1230 日曜討論 

日曜日1230～1300 Style Cafe 

日曜日1300～1400 ハーモニーカフェ 

日曜日1400～1500 なんか野郎九州 

日曜日1700～1800 Sunday Twilight Tourer 

_______________________________________________ 

宮崎県都城市 

JOZZ0AO-FM   

シティエフエム都城 76.4 MHz 
http://www.cityfm764.com/ 

株式会社シティエフエム都城  

_______________________________________________ 

本 社 〒885-8533 宮崎県都城市17-24 都城ビル1F  

設 立 2001年3月16日  

開 局 2001年4月17日  

演奏所 本社に同じ   

送信所  都城市上町17-24 

          都城ビル屋上 20W 

●番組 

【地方競馬、レースガイド、場外情報】 

月～金1830～1836 あすのレースガイド 

土0954,日0854 きょうのレースガイド 

土・日1830～1836 地方競馬情報 

 

【BTV(CATV)同時放送】 

月～金1800,月～金2100(再),2000-(再),翌1200-(再),土

0900-(再) 月～金0750～0949 モーニング・シャワー 

月～金0949～0954,1624- 都城からのお知らせ 

火～金1000～1200 素敵になろうよ 

火～木1400～1430,金1300- ハッピーボイス 

火～金1600～1624 むじむじカフェ 

火～金1630～1800 生放送（ミニ番組含） 

火曜日1300～1400,2000-(再) ぽんスタ 

金曜日1000～1200 モーニングシャワーDX 

土曜日1000～1325 土曜ボンバラ 

土曜日1325,1555 休日診療のお知らせ 

土曜日1330～1555 サタデーインザパーク  

_______________________________________________ 

JOZZ0AP-FM  FM21  76.8 MHz 

JOZZ0AQ-FM  78タイフーン fm  78.0 MHz  

JOZZ0AR-FM  エフエムみやこ 76.5 MHz   

JOZZ0AS-FM  FMコザ 76.1 MHz  

JOZZ0AT-FM  FMニライ 79.2 MHz   

※上記沖縄局は沖縄別表にまとめた  

 

 

 

 

 



_______________________________________________ 

北九州市小倉北区 

JOZZ0AU-FM   

FM KITAQ 78.5 MHz 
http://www.fm-kitaq.com/fm/ 

株式会社北九州シティエフエム  

_______________________________________________ 

本 社 〒8020006 福岡県北九州市小倉北区魚町2丁目

5番17号 インクスポットビル3階   

開 局 2004年12月4日 

演奏所 本社に同じ  

送信所  北九州市小倉北区浅野 

    リーガロイヤルホテル屋上 20W  

●番組 

月～金0700～0900、土0800～ 放送開始/Morning KITAQ 

月～金0900～0930 KITAQニュースピックアップ 

月～金1000～1200 Cha Cha Cha KitaQ 

月～金1200～1300 ごちそうRadio 

月～金1300～1700 Walkin' KITAQ 

月～木1700～1900 ビストロKITAQ 

 金曜日1700～1900 関門独立共和国 

土曜日0900～1200 サタデーアベニュー 

土曜日1200～1400 土曜昼ドキッ☆ 

土曜日1400～1500 サロンド井戸端 

土曜日1500～1700 好きっちゃ! KITAQ 

土曜日1700～1900 KITAQ大人の音楽畑 

日曜日0800～1000 マエストロ！お時間です 

日曜日1000～1100 サンデーアベニュー 

日曜日1100～1200 街の元気 

日曜日1200～1500 コミカレアワー 

日曜日1500～1700 タイムスリップホリデー 

日曜日1700～1800 キャンパスドリーム 

日曜日1800～1900 KITAQヤングゼミ 

日曜日1900～2000 門司情報探偵団 

_______________________________________________ 

長崎市  

JOZZ0AV-FM   

市民エフエム 76.7 MHz 
http://www.nagasakifm.net/ 

特定非営利活動法人 長崎市民エフエム放送 

_______________________________________________ 

本 社 〒850-0057 長崎県長崎市大黒町4-5-2F   

設 立 2004年11月12日  

開 局 2005年9月9日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  長崎市江の浦町18－1  

        長崎スカイホテル 20W 

 

●番組 

毎日1000～2400のほとんどが市民制作のハコ番組 

生放送は月～金1700～、土日2000～に集中。 

土1100～1200,土1500～1600にも生放送。 

日曜昼間は音楽 

市民制作が多いので番組の入れ替わりはイレギュラー 

_______________________________________________ 

長崎市  

JOZZ0AW-FM   

シティエフエム 81.3 MHz 
http://www.813fm.net 

長崎シティエフエム  

_______________________________________________ 

本 社 〒850-8003 長崎県長崎市旭町6－1 タワーシ

ティ長崎 タワーコート2F   

開 局 2005年12月11日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  長崎市風頭町2-1、矢太樓 20W  

●番組 

月～木0900～0930,1720～(再) Eye's of Nagasaki 

月～木1200～1400 ラジオ食堂813 

_______________________________________________ 

大分県中津市 

JOZZ0AX-FM   

NOAS FM 78.9 MHz 
http://www.789.fm/  

株式会社FMなかつ 

_______________________________________________ 

本 社 〒871-0024 大分県中津市 中央町1-4-5  

設 立 2005年  

開 局 2005年9月17日  

演奏所 本社に同じ  

送信所 中津市三光田口3567（八面山） 20W 

●番組 

月～金0700～0900 MORNING LINER 

月～金1000～1155 亜寿香のEnergy Station 

月～金1200～1400 Aroma Cafe 

月～金1630～1900 サンセット・ラウンジ 

木曜日1400～1600 本田理沙のマンマミーア！ 

木曜日1600～1630 789ショップ情報 

土曜日0800～1200 Route 789 

土曜日1500～1800 スイッチON 

日曜日1000～1225 La Fiesta 

日曜日1225～1300 同窓会Hour 

 

 



_______________________________________________ 

鹿児島県鹿屋市 

JOZZ0AY-FM 

FMかのや 77.2 MHz  

http://www.0033fm.net/ 

特定非営利活動法人かのやコミュニティ放送 

（おおすみ半島コミュニティ放送ネットワーク） 

_______________________________________________ 

本 社 〒893-0064鹿児島県鹿屋市西原4丁目12-12 フ

ェスティバロ鹿屋本店2F   

設 立 2005年8月  

開 局 2006年8月4日  

演奏所 本社に同じ  

霧島ヶ丘送信所 鹿屋市野里町2656-2  20W 

このほか鹿屋市内に２か所 5W、2W 

●番組 

月～金0723,1500 貯筋体操(7分間) 

月～金0730～1000（生） 

おおすみおはようラジオ！  

    再放送 同日1530～1800 

月～金1000,1800 垂水市役所だより(5分) 

月曜日1200～1230ちょこっとマンデー  

火曜日1200～123いけんせぇちゅうとョ！ 

水曜日1200～1230あっくんのラジ友！ 

木曜日1200～1230ハッピートルネード 木曜日

1230～1300 ミュージックランチ(偶数週生) 

木曜日1506～1511 おおすみ☆防災ふむふむ！ 

金曜日1200～1230（生）気ままに思いつくままに 

金曜日1805～1830 ミュージックディナー(奇数週生) 

土曜日1200～1500  特別番組枠  

土曜日1800～1900（生）きもつきウィークリー 

 再放送 翌日1100～1200 

日曜日0900～1100,1530～1730 おはラジダイジェスト

(２部構成) 

 

【おおすみ防災Ｑ(9分間)】 

第1水曜0850, 

再放送 同日1650, 第1金曜日1506,  

第3日曜日 0830, 第4月曜日0700～ 

 

JOZZ0AZ-FM  

FMきもつき 80.2 MHz  

（FMかのやと同内容） 
http://fm-kimotsuki.net/ 

特定非営利活動法人きもつきコミュニティ放送 （おおすみ

半島コミュニティ放送ネットワーク） 

本 社 〒893-1206 鹿児島県肝属郡肝付町新富625-3   

設 立 2005年7月  

開 局 2006年8月4日  

演奏所 肝属郡肝付町前田3697 いこいの家  

前田送信所  演奏所と同じ 20W 

旧内之浦町向け送信所  20W 

錦江町送信所  20W  

_______________________________________________ 

鹿児島県志布志市 

JOZZ0BA-FM   

FM志布志 78.1 MHz 
http://www.0033fm.net/  

特定非営利活動法人志布志コミュニティ放送 

（おおすみ半島コミュニティ放送ネットワーク） 

_______________________________________________ 

本 社 〒899-7103鹿児島県志布志市志布志町志布志

2-14-14   

設 立 2005年7月  

開 局 2006年10月13日  

演奏所 鹿児島県志布志市志布志町 

          志布志3-24-1 

     （サンポートしぶし アピア内）  

 （FMかのやと同内容） 

送信所  鹿児島県志布志市 

    志布志町帖字南ヶ迫8683-1 陣岳  20W 

_______________________________________________ 

JOZZ0BB-FM  FMレキオ 80.6 MHz 

http://www.fmlequio.com/  

エフエム琉球株式会社  本 社 〒900-0006 那覇市おも

ろまち 3-3-1あっぷるタウン 2F   

_______________________________________________ 

JOZZ0BC-FM  FMいしがきサンサンラジオ 76.1 MHz 

http://www.fmishigaki.jp/  

有限会社石垣コミュニティーエフエム  本 社 〒907-0022

沖縄県石垣市字大川254 丸ビル2F 

※沖縄県の局は別表にまとめた  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________ 

鹿児島県奄美市 

JOZZ0BD-FM   

ディ!ウェイヴ 77.7 MHz  

http://www.npo-d.org/pc/ 

特定非営利活動法人ディ   

_______________________________________________ 

本 社 〒894-0031 鹿児島県奄美市名瀬金久町4-3   

開 局 2007年5月1日  

演奏所 鹿児島県奄美市名瀬金久町4-3 

鹿児島県奄美市名瀬長浜町29-5  

送信所  鹿児島県奄美市 

      名瀬有野字井野1594-5 20W 

●スポラディックＥ層によるFM新潟本局（同周波数）と

の混信が報告され、2009年7月7日から現周波数に移動。 

●2010年1月より宇検村「FMうけん」が放送を中継して

いる。FMうけんの項参照。 

●番組 

月～土0700～0705 区長さんのゴミ出し情報 

月～土0730～0900 スカンマーワイド 

月～土1000～1015,1500～1530 ディ！お茶ど！ 

月～日1200～1300 ヒマバン・ミショシーナ！ 

月～日1730～1900(日1800～) ゆぶぃニング・アワー 

第4日1300～1400 あの日あの頃60分(軍政時代の話等) 

●昼間、シマ唄、新民謡、島アーティスト曲を放送。 

_______________________________________________ 

長崎県佐世保市 

JOZZ0BE-FM   

Happy!FM  87.3 MHz 

http://happyfm873.com  

株式会社FMさせぼ  

_______________________________________________ 

本 社 〒857-0871 長崎県佐世保市本島町4-15  

設 立 2007年4月3日  

開 局 2007年7月22日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  佐世保市烏帽子町407 20W 

●番組 

月～金0700～0900 はっぴぃモーニング 

月～金0900～1100 コーヒーブレイク 

月～金1100～1200 情報散歩道 

月～金1200～1400 はっぴぃ羅針盤 

月～金1400～1600 SASEBO GRAFFITI 

月～金1600～1700 ライフdeスパイス 

月～金1700～1800 夕どき放送局 

月～金0700～0900 ラッシュアワー 

土曜日0700～0900 はっぴぃサタデー 

土曜日0900～1000 クラシックの処方箋 

土曜日1000～1100 幸せ宅配便 

土曜日1100～1200 小・中学生がやるとです 

土・日1200～1400 青春のポップス 

土曜日1400～1500 サタデースパークリング 

土曜日1500～1700 Japan Best Hits 

土曜日1700～1900 ５時テキ土曜日 

日曜日0700～0900 はっぴぃサンデー 

日曜日0900～1100 させぼんニュース 

日曜日1100～1200 WE ARE STUDENTS 

日曜日1400～1500 はっぴぃRADIO場 

日曜日1500～1700 World Best Hits 

日曜日1700～1900 はっぴぃライブライブ 

_______________________________________________ 

長崎県島原市  

JOZZ0BF-FM 

エフエムしまばら 88.4 MHz 
http://www.shimabara.fm  

株式会社FMしまばら 

_______________________________________________ 

本 社 〒855-0807 長崎県島原市  

設 立 2007年10月16日  

開 局 2007年11月11日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  本社に同じ 20W 

●1991年の雲仙普賢岳災害時に全戸配布された市防災行

政無線の代替メディアとして緊急警報放送を実施。専用受

信機で対応する。島原市の整備事業の支援を受けている。 

番組は早朝から深夜まで生放送 

●番組 

月-金0700-0900グッドモ-ニングしまばら 

月～金0900～1200 あらかるとRadio 

 ※月木1030～1100 はCATVサイマル番組 

月水金1200～1300 ごちそうタイム 

火・木1200～1300 女子ズバッ 

月～金1300～1500 Walk IN しまばら 

月～金1500～1700 ときめきアフタヌーン 

月～金1700～1800 夕暮れ散歩道 

 土曜日0700～0900 はっぴーサタデー 

日曜日0700～0900 はっぴーサンデー 

土曜日0900～1100 情報サタデー  

土・日1100～1200 ブランチ de ランチ 

土曜日1200～1500 サタデースクランブル 

土曜日1500～1600 カフェ・ド・しまばら 

土曜日1600～1700 Weekendスクランブル 

土曜日1700～1900 SHOWA RETURNS 

日曜日0900～1100 情報サンデー 

日曜日1200～1600 サンデースパークリング 

日曜日1600～1800 サンデーWIND 

日曜日1800～1900 トワイライトミュージック 



_______________________________________________ 

JOZZ0BG-FM  FMとよみ 83.2 MHz 

http://www.fm-toyomi.com/  

株式会社FMとよみ   本 社 〒901-0241 沖縄県豊見城

市豊見城439-1   

_______________________________________________ 

JOZZ0BH-FM  FMよみたん 78.6MHz 

http://www.fmyomitan.co.jp/ 

株式会社FMよみたん 本社 沖縄県読谷村座喜味2901 

読谷村文化センター 

_______________________________________________ 

JOZZ0BI-FM ミュージックタウン・エフエムオキラジ 85.4MH

ｚ http://www.fm854.com/ 

沖縄ラジオ株式会社  本 社 〒904-0031 沖縄市上地

1-1-1  

_______________________________________________ 

※上記３局は沖縄別表にまとめた 

_______________________________________________ 

鹿児島県垂水市 

JOZZ0BJ-FM   

FMたるみず 77.7 MHz  
特定非営利活動法人たるみずまちづくり放送  

（おおすみ半島コミュニティ放送ネットワーク） 

_______________________________________________ 

本 社 〒891-2122鹿児島県垂水市上町109番地   

設 立 2008年9月17日  

開 局 2009年3月1日  

演奏所 垂水市南松原町38 

        （きららメッセ垂水）  

  （FMかのやと同内容） 

垂水送信所 垂水市上町114 

        （垂水市役所）20W 

鹿屋送信所 鹿屋市輝北町市成1660-3 

        （輝北うわば公園） 

_______________________________________________ 

北九州市若松区 

JOZZ0BK-FM   

Air Station 88.2 MHz  
http://www.hibiki882.jp  

AIR STATION HIBIKI株式会社 

_______________________________________________ 

本 社 〒808-0135 福岡県北九州市若松区ひびきの1

番3号 北九州学術研究都市 学術情報センター1F   

設 立 2009年4月30日  

開 局 2009年6月11日  

演奏所 本社に同じ  

送信所 本社に同じ 20W 

 月～金0800～1000 HIBIKI FIRST TRAIN 

月～金1200～1400 AREA882 

月～金1700～1900 HIBIKI RAIL NETWORK 

木曜日1500～1600 学研都市へ行こう！ 

土曜日1200～1400 RADIO PARTY 

日曜日1200～1400 hibiki-note* 

日曜日1400～1500 ヒビキオン 

_______________________________________________ 

奄美・宇検村  

JOZZ0BL-FM 

FMうけん 76.3MHz  
NPO法人エフエムうけん  

http://www.uken.net/rk/files/tm_dl1/uken10-013.pdf (広

報記事) 

_______________________________________________ 

本 社 〒808-0135 鹿児島県奄美群宇検村湯湾9-1 1階   

設 立 2009年12月  

開 局 2010年1月4日 

演奏所 本社に同じ 

送信所 本社に同じ 20W 宇検村の防災無線の老朽化

対策の一環として開設された簡易的設備によるコミュニテ

ィ放送局。 

●番組 

独自番組のほか、MBCラジオ、ディ！ウエイヴを中継。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



沖縄県 
沖縄県の局は以下に集約した 

_______________________________________________ 

糸満市  

JOZZ0AC-FM   

FMたまん 76.3 MHz 
http://www.fm-taman.com 

株式会社いとまんコミュニティエフエム放送  

_______________________________________________ 

本 社 〒901-0303 糸満市兼城589-1  

設 立 1996年9月  

開 局 1997年4月1日  

演奏所 本社に同じ  

送信所 糸満市字与座1792 10W  

●番組 

月～金0700～1000 はなと NEWDAYS 

月～金1000～1200 島唄・十時ゆっくい 

月～金1200～1300 ラジオ回覧板 

月～金1300～1500 たまん昼メロ 

月～金1500～1700 うちなーびけん（金：いちまんびけん） 

月～金1700～1900 ガッツだぜ！！ 

月～金1900～2000 うたいのーしー 

土・日0600～0800 うきみそーちー 

土曜日0800～0900 コミュニティすくらんぶる 

土曜日1100～1250 寄りてぃちゃーびたんいつみでびる 

土・日1250～1300 糸満市役所だより 

土曜日1300～1400 新井稲子の 美・医食同源 

土曜日1500～1600 PTA日記 

土曜日1600～1700 健康てぃーちたーち 

土曜日1700～1800 熱島ワーク 

日曜日0900～1000 ａｕんたくレディオ 

日曜日1000～1100 ナウイだべりば41子 

日曜日1100～1200 命ぐすい耳ぐすい 

日曜日1200～1250 いちまん列伝 

日曜日1400～1500 Sunday School Bound 

日曜日1500～1600 高校生王国 

日曜日1600～1700 アポロ801号 

日曜日1900～2000 あなたとご一緒ラジオホール  

  

_______________________________________________ 

JOZZ0AD-FM FMチャンプラ （事業譲渡し廃局）  

（FMコザに事業譲渡してJOZZ0AS-FM） 76.1 MHz  

沖縄市ＦＭコミュニティ放送株式会社 

http://fmkoza.ti-da.net/ 

_______________________________________________ 

本 社 〒904-8531 沖縄市中央１丁目６-６ 琉球出版

社ビル 

開 局 1997年3月1日  

演奏所 本社に同じ  

送信所 沖縄市仲宗根町26-1 

      沖縄市役所屋上 10W 

2004年4月に事業譲渡するとともにJOZZ0AS-FMに変

更。 

【往時の番組】 

平日0800～1100,1600～1900に生放送があった。 

MrスティービーのWe Are The World（琉日英西仏による

DJ番組）があった。 

_______________________________________________ 

浦添市  

JOZZ0AP-FM 

FM21  76.8 MHz 
http://www.fm21.net/  

株式会社エフエム二十一 

_______________________________________________ 

本 社 〒901-2102浦添市前田1丁目54-1 

設 立 2001年8月29日  

開 局 2002年1月21日 

演奏所 本社に同じ  

送信所  浦添市前田1丁目54-1 20W  

 月～土午後、日曜全日 ほとんどが60分ハコ番組 

 

0900～1000 月 お空のお話, 火 週刊ケンタロウ,  

水 ワクワクスピリッツ, 木 綾子とあ・そ・ぼ,  

金 歌のアルバム, 土 いやしの小部屋,  

日 ブレイズアワー 

月曜日1000～1050 ハワイノエカオイ 

月曜日1100-1200,火～金 1000-1200コミュニティプラザ 

月～金1050～1100 浦添市 

木曜日1030 浦添警察署 

金曜日1020 宜野湾市 

月曜日1200～1400 おしゃべりと音楽 

木・金1200～1300 FM21よりこんにちは 

土曜日1000～1100 蓄音器で聴くSP盤アワー 

土曜日1100～1200 市民の広場 

 

【FMレキオとの同時放送時間帯】 

月1700-1800,木1800-1900 

土0900-1200,1700-1800,1900-2000 

日1000-1100,1400-1500,1700-1730 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________ 

那覇市首里 

JOZZ0AQ-FM   

78タイフーン fm  78.0 MHz 

http://www.fmnaha.jp 

エフエム那覇  

_______________________________________________ 

本 社 〒903-0824 那覇市首里池端町34  

設 立 2001年12月4日  

開 局 2002年7月8日  

演奏所 本社に同じ  

送信所 那覇市首里池端町34 20W 

●2005年9月1日愛称を「亜熱帯ＦＭなは」から改称。

2007年12月3日、那覇市松尾（国際通り）から首里池端

町34に移転 

●番組 0655～2400 

月～金1200～1600 ヒトワク 

月～金1900～2000 バラたん 

【Rhythmic Squall】 

「ヒトワク」内のコーナーなどを再構成・再放送。 

月～金0700～1200（水～1100）,1700～1800,2000～2400 

土曜日0700～1800,1900～2400 

日曜日0700～2400  

 

_______________________________________________ 

宮古島市  

JOZZ0AR-FM 

エフエムみやこ 76.5 MHz 
http://www.fm-miyako.com/ 

エフエムみやこ  

_______________________________________________ 

本 社 〒906-0201 沖縄県宮古島市上野野原1190-188  

設 立 2002年3月26日  

開 局 2002年7月20日 

演奏所 本社に同じ  

送信所 宮古島市上野野原1190-188 20W 

●2006年秋よりFM沖縄の一部の番組が放送されるよう

になった 

●番組 

月～金0730～0900 ビタミンちゃんねる 

月～金1155～1200 宮古島のニュース 

月～金1700～1900 アフターオンリミッツ 

土曜日1130～1500 BIGサタデー 

日曜日1000～1100 キッズパラダイス 

日曜日1100～1200 いいこといっぱい 

日曜日1700～1800 My Favorite Island 

日曜日1800～1900 ゆらゆら仏具店 

 

【FM Okinawa中継時間】 

月～金1130-1155,1200-1450,1500-1550 

土曜日1800-2000 

日曜日1900-1930,2000-2100 

_______________________________________________ 

沖縄市中央  

JOZZ0AS-FM   

FMコザ 76.1 MHz 
http://fmkoza.ti-da.net/ 

株式会社FMコザ 

_______________________________________________ 

本 社 〒904-8531 沖縄市中央１丁目６-６ 琉球出版

社ビル 

設 立 2004年4月（免許継承）  

開 局 1997年3月1日  

演奏所 本社に同じ  

送信所 沖縄市仲宗根町26-1  沖縄市役所屋上 10W 

●沖縄市コミュニティ放送（FM Champla! 

JOZZ0AD-FM）として1997年3月1日に開局。経営上

の問題で親会社が事業を手放し、2004年4月に現在の会

社に継承された。コールサインも新しくなった。 

●番組 

月～金0900～1200 My Oasis 

月～金1600～1800 アジクーターラジオ 

_______________________________________________ 

中頭郡北谷町  

JOZZ0AT-FM   

FMニライ 79.2 MHz 
http://www.fm-nirai.jp/ 

株式会社テレプロ  

_______________________________________________ 

本 社 〒904-0103沖縄県中頭郡北谷町桑江467-1 ニ

ライセンター   

設 立 1985年7月  

開 局 2004年5月28日  

演奏所 本社に同じ  

サテライトスタジオ 

    中頭郡北谷町字美浜16-2 

    美浜メディアステーション内 

送信所 中頭郡北谷町字桑江467-1 20W 

●2009年1月1日、旧「FMちゃたん」の免許を株式会

社クレストから継承した。 

●番組 

月～日0600～0700 ヒヤミカシ島唄 

月～金0700～0900 オリジンサンライズ 

月～金0900-1000土日1600-1700イッツ街角サポーター 



月～日1000～1100 ニライからちゅーうがなびら 

月火水～日1100～1200 ランチご用意できました 

月～金1200～1300 ランチタイム792  

月～日1300～1400 ニライの街角からこんにちは 

月～日1400～1500 いちゃりばチョーレー 

月～日1500～1600 チャー願寿ですいか 

月～金1600～1700 商工会からちゅーうがなびら 

月～木土日1700～1800 今夜の食材は新鮮満点 

金曜日1700～1800 もっと北谷 

月～木1800-50(土日-1900）今夜も開店の準備できました 

月～金1850～1900 北谷町だより 

火～木1900～2000 今宵も楽しく行きましょう 

土・日0900北谷町 0920嘉手納町 0940宜野湾町 

土曜日1200～1300 FM Coralway 

_______________________________________________ 

那覇市おもろまち 

JOZZ0BB-FM   

FMレキオ 80.6 MHz  

http://www.fmlequio.com/  

エフエム琉球株式会社  

_______________________________________________ 

本 社 〒900-0006 那覇市おもろまち3-3-1あっぷるタ

ウン2F   

設 立 2006年  

開 局 2006年7月13日 

演奏所 本社に同じ  

送信所  本社に同じ 20W 

●呼出名称は「エフエムレキオおもろまち」 

●「FM２１」との同時放送番組が多い。 

●元ホノルルKZOO局アナ・宇良恵子さんの番組あり。 

●全体を通してワンマン音楽DJ番組が大半。終夜放送。 

●番組  

月～金1100～1105 バカッセ直のぬちぐすいタイム 

月～金1200～1300 沖縄民謡特集 

月～金1300～1400 うらけいこ 歌謡曲 

火曜日1500～1600 ハイサイ！やっぱり国際通り！ 

木曜日1500～1600 まちぐゎーのなぞかけ 

月～金1600～1800 レキオへようこそ（サテライト） 

 ※月曜日、および第２のみ木曜別番組 

土日1300-1400レキオへようこそ 

日1500-1700,1730-1900 同上 

日～木1900～1930 うらけいこのやすらぎのひととき 

【FM２１との同時放送時間帯】 

月1700-1800,木1800-1900 

土0900-1200,1700-1800,1900-2000 

日1000-1100,1400-1500,1700-1730 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

JOZZ0BC-FM  

FMいしがきサンサンラジオ 

76.1 MHz  

http://www.fmishigaki.jp/  

有限会社石垣コミュニティーエフエム  

_______________________________________________ 

 

本 社 〒907-0022沖縄県石垣市字大川254 丸ビル2F 

開 局 2007年7月15日  

演奏所 本社に同じ  

送信所  石垣市大川250 与儀ビル 20W 

 放送時間 連日0700～2400 

●番組 

月～金0700～0900 サンサンモーニング 

月～金1100～1300 ハッピーサザン 

月～金1700～1800 サンセットイブニング 

月～金1800～2000 FUN FUN ISLAND 

月～金0900～1000,1300～1400 タウン情報＆R-music 

土曜日1100～1300 昼さんぽ 

土曜日1600～1630 ゆいゆいやいま（八重山情報） 

日曜日1000～1100 絵本だいすき！ 

日曜日1100～1300 昼さんぽ 

日曜日1600～1700 みちくさラジオ 

日曜日1700～1800 アイランドブリーズ 

_______________________________________________ 

豊見城市  

JOZZ0BG-FM   

FMとよみ 83.2 MHz  

http://www.fm-toyomi.com/  

株式会社FMとよみ   

_______________________________________________ 

本 社 〒901-0241 沖縄県豊見城市豊見城439-1   

開 局 2008年3月2日  

演奏所 本社に同じ  

送信所 豊見城市字平良585-2 10W 

 放送時間 連日0700～2300 

●番組 

月～金0700～1000 Vivaとよみパラダイス！！ 

月曜日1000～1100 ニュースまとめてみました 

月～金1100～1200 FECやいびんどー（若手演芸） 

月～金1200～1300 島唄タイム（日替り） 

月～金1300～1500 カッパの国 

月～金1700～1900 なかよしラジオ 

土・日0700～0800 FMとよみ寄席 

土曜日0900～1000 ゆんたくさびらモーニングタイム 



土曜日1100～1300 Viva!!あしびばパラダイス！！ 

土曜日1400～1500 ラ・まじゅん 

日曜日1000～2200 一部除き録音番組の再放送 

日曜日1500～1600 うちゃぬく歳  々

日曜日1700～1800 郎独へのいざない 

_______________________________________________ 

中頭郡読谷村  

JOZZ0BH-FM   

FMよみたん 78.6MHz 
http://www.fmyomitan.co.jp/ 

株式会社FMよみたん 

_______________________________________________ 

本 社 沖縄県読谷村座喜味2901 読谷村文化センター 

開 局 2008年11月1日 

沖縄県読谷村座喜味2901 20W 

●番組 

月～金0600～0700 EXER MUSIC よみたん   

月～金0700～0815 べにいも村イモーニング 

月～金0815～0900 よみたん情報816 

月～金0900～0955 七八郎セレクトミュージック♪ 

月～金0955､1855 読谷村役場からのお知らせ  

月～金1100～1200 ゆんたんじゃ出番ですよ！  

月～金1200～1300 シエスタよみたんFMランチ 

月～金1800～1855 西海岸サンセットミュージック 

土曜日1200～1300 青色Noon！セカンド 

土曜日1300～1400 HappySmile NA-MI  

土曜日1400～1500 SaturdaySchool 

土曜日1500～1600 ぐーちょきぱー 

日曜日1300～1400 サンデーインパルス  

日曜日1400～1500 勝手にしやがれ！   

日曜日1500～1600 アフタヌーンセレクション  

日曜日1600～1700 健康への懸け橋 すぐる  

日曜日1700～1800 いいんじゃない  

●毎年７月 日曜日0900～1400読谷村ハーリー大会中継 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

沖縄市上地   

JOZZ0BI-FM 

ミュージックタウン・ 

エフエムオキラジ 85.4MHｚ 
http://www.fm854.com/ 

沖縄ラジオ株式会社  

_______________________________________________ 

本 社 〒904-0031 沖縄市上地1-1-1  

設 立 2008年10月10日  

開 局 2009年5月15日  

演奏所 沖縄市上地1-1-1  

         コザミュージックタウン1階  

送信所  本社に同じ 20W 

月～金1400～1500オキラジ・わったーシマ情報局 

月火木1500～1600オキラジ・わったーシマ情報局２ 

月曜日1600～1700中みちると愉快ななかまたち 

木曜日1600～1700あんまーこうこうの時間ですよ 

水曜日1630～1700華麗なる大正琴の世界 

月～日1700～1800オキラジタウン 

月曜日1800～1900唐白のゆんたく広場 

土・日1100～1200オキラジタウン 

土・日1200～1500いい街！沖縄市 

土・日1500～1700スペシャルタイム 

 

 

  



制作・配給会社および 

番組を中継供給する放送局 
 

 コミュニティFM放送の愛好者の中には、局外の放送配

給者を「地域性を脅かす悪因」として嫌う人が少なくない

が、サービスエリアが小さいコミュニティ局においては２

４時間をすべて独自コンテンツで満たすだけの「出来事」

や「人員」が少ないことが多く、また、地域の特性によっ

て人口が激しく減少する時間帯のあるケースも少なくない

ため、そういう時間帯の放送コンテンツとしてこうしたラ

イン配給番組を利用することは有効である。もちろん、各

局が自社番組の制作に力を尽くしてくれることがリスナー

としては一番楽しみではあり、さまざまな努力によって全

時間帯の自社放送を実施している局もあるが、経営上の問

題などを考えると、すべての局にそうした厳しい課題をつ

きつけることが、決して良いとは思えない。 

 ただ、たとえば休日、旅に出て複数局の受信を楽しもう

としたとき、多くの局で同じライン配給番組を放送してい

るのはなんとも興ざめである。もちろん多くの局は時報前

や切れ目の時間、配信番組の間にジングルを挿入し ID確

認を助けてくれてはいるが、そのため一日に確認できる局

数が限られるという点は残念である。 

 しかし、たとえば地域によっては違う配給ラインを使用

していることもあり、どのラインを使用しているかで確認

することはできる。ここでは、一部の配給者に関して、番

組表を掲載した。受信確認の一助になれば幸いである。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

MusicBird / Space DiVA 
株式会社ミュージックバード 

本社 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-8  

JFNセンター5階  

TEL 03-3261-8180（代） 

演奏所 東京都千代田区麹町1-7 FMセンター4階 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Tokyo FMグループ傘下の「株式会社ミュージックバー

ド」は、日本民間放送連盟会員の衛星一般放送事業者であ

り、1992年開始のPCM無圧縮ラジオ放送「Music Bird」

を筆頭に衛星を利用した複数のラジオ事業を展開している。 

同局は、コミュニティ放送局向けに総合エンタテインメ

ントチャンネルを設定しており、多くのコミュニティ放送

局に配給されている。この放送はSPACE DiVAの第126ch

では直接放送されている。 

このチャンネルでは、東京・半蔵門のFMセンター（TFM

本社ビル）で制作された番組のほか、コミュニティFM局

が制作した番組の配給もおこなっている。 

【沿革】 

1986年5月28日：日本衛星音楽ネットワーク企画株式

会社設立。1989年6月1日、商号変更し「株式会社ミュ

ージックバード」設立し、1991年2月19日放送免許取得。 

1992年8月3日：CS-PCM音声放送開始（2011年7

月31日終了） 

1995年7月1日株式会社サテライトミュージック、1996

年10月1日株式会社ジパング・アンド・スカイコミュニ

ケーションズを吸収する。 

2000年12月1日：BSデジタルラジオ「BS BIRD」開

始。（2004年11月30日終了）。2005年4月4日 衛星役

務利用放送事業「SPACE DiVA」開始し、段階的に事業を

縮小してきたCS-PCM音声放送終了後の受け皿となる。 

 

【コミュニティ局への配給】 

 契約局に月会費制で配信されており、原則として全放送

時間を自由に中継することができる。また、局によっては

番組をいったん録音してから送出するケースもある。 

 編成は生放送のワイド番組と録音ハコ番組の時間帯に区

分されており、事情によって全時間この放送を中継しなけ

ればならなくなっても、放送上の体裁は崩れないように配

慮されている。実際、平日の昼間や深夜、休日などに長時

間の中継をしている局も少なくないが、時報前や途中に設

けられたスポット時間帯（CMは設定されていない）に各

局のジングルや番組宣伝などを自動送出している事も多く、

それに配慮するため「Music Bird」「Space DiVA」独自の

ジングルが放送されることは、まずない。 

 「Space DiVA」は有線放送会社キャンシステムのマルチ

チャンネル番組の衛星配信を請け負っており、局によって

はこちらの音楽番組（主にナレーションなしのジャンル別

音楽放送）を放送することもある。 

衛星放送の特質として集中豪雨などに際して電波が途絶

することがあり、自動切替を設定していないコミュニティ

局では、しばしば無音のまま放送されていることがある。

また、切替設定をしている局や、有人時間帯の停止に際し

ては、コメントつきのフィラー音楽を放送したり、自社発

の音楽放送を実施することもある。 

【番組表（最新のものはwebsiteでご確認下さい）】 

＜平日＞ 

0500月～金 Morning Stream 

0600月～金 Morning Community（生放送） 

0800月～金 リメンバー・ミュージック（邦楽）  

0855月～金 防災・防犯インフォメーション  

0900月～金 リメンバー・ミュージック（洋楽）  

1055月～金 防災・防犯インフォメーション  

1100月～金 リメンバー・ミュージック（邦楽） 

1200月～金 リメンバー・ミュージック（洋楽）  

1255月～金 防災・防犯インフォメーション  

1300月～金 リメンバー・ミュージック（邦楽） 

1500月～金 アフタヌーンパラダイス（生放送） 

   月～木1525,1555,1625 M.Recommend 

1700月～金 リメンバー・ミュージック（洋楽） 

1900月 GENEのROCKNROLL PARADISE  

1900火 大井川・ふるさと夢浪漫  

1900水 SATOSHOKO！ZM  

1900木 名酒談義 

1900金Otarunai-to  

2000月 谷村有美のそれなりに＋（プラス） 



2000火 風とシープス…ときどき、窪田友紀子 

2000水 週刊メディア通信 

2000木 AsamiのMUSIC BOX 

2000金 サテライトボイス in お台場] 

2000土 ベストヒット・コミュニティ 

2000日 天国を聴くラジオ 

2055月～金 Weekly Recommend 

2100月～金 大西貴文のTHE NITE 

2355月～日 Weekly Recommend         

0000火～金 MUSIC CONNECTION 

0100火 アニメ関門文化学園（カモンFM） 

0100水 拝、ボーズ／きくへんろ。 

0100木 アメリカン・ランドスケープ（FM立川） 

0100金 Weekend Groovin’ 

0200火 SHINGO'S雑誌ショウ／花※花Style  

0200水 華月祥＆トミー富岡のWithSmail ! 

0200木・金 リメンバーミュージック  

0300火～土 ターンテーブルの夜 

0400火～土 slow life, slow music 

 

＜土曜日＞ 

0000 MUSIC CONNECTION FRIDAY SPECIAL（生） 

0055 Music Recommend 

0200 ミッドナイト・スクウェア  

0300 ターンテーブルの夜 

0400 slow life, slow music 

0500 Biz＆Life Academy 

0600 素晴らしき音楽仲間達 

0655 Weekly Recommend 

0700 おはようサタデー（生放送） 

    0755 防災・防犯 

0900 ユメルとにゃんたぶぅのカラフルCafé    

0955 防災・防犯インフォメーション  

1000 Brand-new Saturday 

1055 防災・防犯 

1200 MUSIC LUNCH 

1255 防災・防犯インフォメーション 

1300 あの頃青春グラフィティ 

    1355/1455 Weekly Recommend 

1555 防災・防犯インフォメーション 

1600 サタデー・オール・リクエスト 

1755 Weekly Recommend 

1800 カズンいずみの虹色ラジオ 

1855 Weekly Recommend 

1900 ピアノワールド 

1955 Weekly Recommend 

2000 ベストヒット・コミュニティ  

2055 Weekly Recommend 

2100 才能ブレイクRadio〜STAR DREAMER〜 

2200 サテライトボイス in お台場 ODAIBA 

RAINBOW STATION 

2355 Weekly Recommend 

 

＜日曜日＞ 

0000 まほろばステーション 

0500 Power Up Morning 

0630 イザナギTaRO 地球と深呼吸 

0655 Weekly Recommend 

0700 おはようサンデー（生放送） 

    0740 本屋さんへ行こう！ 

    0755 防災・防犯 

0900 クラシック・ブーケ 

0955 防災・防犯インフォメーション  

1000 サンデーズ・ブランチ  

1100 ザ・ジェイド ひすい色の時刻 

1155 Weekly Recommend 

1200 宮本文昭の音楽、雑学、人生楽 

1300 JP TOP20 

1500 スーパー・ステーション！ 

1555 防災・防犯インフォメーション 

1600 石塚恵子Something4 Sunday 

1755 防災・防犯インフォメーション 

1800 大橋美加のNice ‘N’ Easyタイム  

1900 Communication DesignLab～望月衛介音楽と広告 

1955 Weekly Recommend 

2000 天国を聴くラジオ 

2055 Weekly Recommend 

2100 水元秀二郎のやるときゃやるぜ 

2200 DREAM GATE 

2400 カノンSound of Oasis  

2500 infix 長友仍世のくるナイ  

2600 たりらーりー  

2700 放送休止（月曜0500まで） 

※コミュニティ各局の番組表でMusic BirdまたはDiVA

と表記されている箇所があるが、録音中継のケースもある

ため、この配信表と照合して実際にご確認いただきたい。 

 

NEW ZONE FM（制作・配給） 
http://www.nzfm.jp/ 

運営：アーティスト コミュニティ ジャパン 

所在地：東京都港区南青山5-15-9 フラット青山1F 

電話：0120-649-041  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

【さっぽろ村ラジオ向け供給番組】 

日曜日 0700～2359はすべてNew Zone FMからの送出 

0700 島谷恵介のモーニングミュージック 

1200 ラジオdeインターネット平成版 

1500 トレンドのぶちゃんの「はやりダネ」 

1700 Tossed Salad 

2000 スバラジでいきましょうか～ 

2100 島谷恵介のフロンタジーナイト・ミュージック

2359 終 

 

  

http://www.nzfm.jp/


＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

あさくさ FM（ミニ FM局） 
〒111-0032 東京都台東区浅草2－28－1(花やしき内) 

http://asakusafm.com/ 

台東区浅草の遊園地「花やしき」で運営されている微弱

電波局。83.7MHz 

2005年に株式会社花やしき内に開設された、バンダイナ

ムコグループの総合芸能スクール「アクターズスタジオ」

と連動している。 

ラヂオつくばと提携しており、録音番組が供給されてい

る。つくばエクスプレスの車内で再送信されており、聞く

ことができる。 

 

月～土 

1200 放送開始／Asakusa Catch UP 

1400（月）kay-cHanのハードロック人生だよ！  

  （火）安倍里葎子物語～いつでも青春  

  （水）甦る！Ｓ盤アワー   

  （木）声優ボヤッキーズ／15 心の冷え症外来   

  （金）花やしき少女歌劇団です／15なんちゃって歌謡   

  （土）和泉流宗家の浅草ラジオの会 

1430（月）セルジオ・ムトウの「浅草 Funky Broadway」 

  （火）バーねもの酒に聞く  

  （水）夢と希望 

  （木）亀田秀次の君にありがとう 

  （金）松鶴家千とせの輪 

  （土）みんかよたいむ   

1500（月）和泉流宗家の浅草ラジオの会 

  （火）kay-cHanのハードロック人生だよ！  

  （水）安倍里葎子物語～いつでも青春  

  （木）甦る！Ｓ盤アワー   

  （金）声優ボヤッキーズ／15 心の冷え症外来   

  （土）花やしき少女歌劇団 ／15 なんちゃって歌謡   

1530（月）みんかよたいむ   

  （火）セルジオ・ムトウの「浅草 Funky Broadway」 

  （水）バーねもの酒に聞く  

  （木）夢と希望 

  （金）亀田秀次の君にありがとう 

  （土）松鶴家千とせの輪 

1600（月）花やしき少女歌劇団／15なんちゃって歌謡 

  （火）和泉流宗家の浅草ラジオの会 

  （水）kay-cHanのハードロック人生だよ！  

  （木）安倍里葎子物語～いつでも青春  

  （金）甦る！Ｓ盤アワー   

  （土）声優ボヤッキーズ／15 心の冷え症外来   

1630（月）松鶴家千とせの輪 

  （火）みんかよたいむ   

  （水）セルジオ・ムトウの「浅草 Funky Broadway」 

  （木）バーねもの酒に聞く  

  （金）夢と希望 

  （土）亀田秀次の君にありがとう 

1700（月）声優ボヤッキーズ／15 心の冷え症外来  

  （火）花やしき少女歌劇団 ／15 なんちゃって歌謡 

  （水）和泉流宗家の浅草ラジオの会 

  （木）kay-cHanのハードロック人生だよ！  

  （金）安倍里葎子物語～いつでも青春  

  （土）甦る！Ｓ盤アワー   

1730（月）亀田秀次の君にありがとう 

  （火）松鶴家千とせの輪 

  （水）みんかよたいむ   

  （木）セルジオ・ムトウの「浅草 Funky Broadway」 

  （金）バーねもの酒に聞く  

  （土）夢と希望 

1800（月）甦る！Ｓ盤アワー  

  （火）声優ボヤッキーズ／15 心の冷え症外来  

  （水）花やしき少女歌劇団 ／15 なんちゃって歌謡 

  （木）和泉流宗家の浅草ラジオの会 

  （金）kay-cHanのハードロック人生だよ！  

  （土）安倍里葎子物語～いつでも青春  

1830（月）夢と希望 

  （火）亀田秀次の君にありがとう 

  （水）松鶴家千とせの輪 

  （木）みんかよたいむ   

  （金）セルジオ・ムトウの「浅草 Funky Broadway」 

  （土）バーねもの酒に聞く  

1900 放送終了 

 

日曜日 

1100 放送開始／Asakusa Catch UP 

1300 花やしき少女歌劇団です ／15 なんちゃって歌謡 

1330 松鶴家千とせの輪 

1400 Asakusa Catch UP 

1600 声優ボヤッキーズ／15 心の冷え症外来 

1630 亀田秀次の君にありがとう 

1700 甦る！Ｓ盤アワー 

1730 夢と希望 

1800 安倍里葎子物語～いつでも青春 

1830 バーねもの酒に聞く 

1900 放送終了 

 

※Ustreamで聞くこともできる 

http://www.ustream.tv/channel/asakusafm 

 

 

岩手放送 

JODF 
 

IBC岩手放送の番組（2011.9確認） 

0300 ミュージックナビ(月除)   

0400 モーニングコール 

0500 革命 10 心のいこい 15 世の光 



     20 心のともしび  25 ハミングカフェ 

0530 生島ヒロシのおはよう一直線  

0630 朝からRADIO（ＩＢＣ） 

  51 JF海の天気予報  0920 朝の方言詩 

 0955 ネクスコハイウェイナビ 1050 園芸市況速報   

1100 岩手日報 IBCニュース  

1105 テレフォン人生相談 

1125 永六輔の誰かとどこかで 

1140 純喫茶・谷村新司 

1150 サウンドトラベル 

1200 岩手日報 IBCニュース 

1210 にっぽんのうた  

1215 小沢昭一の小沢昭一的こころ 

1225 ドライバーズリクエスト  

1235 大自然まるかじりライフ  

1245 日本列島ほっと通信 

1255 こんにちは青空たのしです 

1300 岩手日報 IBCニュース 

1305 ワイドステーション 

1600 岩手日報 IBCニュース  

1640 川中美幸・人うた心  

1650 どうですか歌謡曲 

1700 ニュースパレード   

1715 ミュージックスクランブル 

1725 交通情報・天気予報(平日17:25) 

1730 ネットワークトゥデイ、ネットワークフラッシュ 

1742 ほっとインフォメーション 50 サウンド・キャッチ 

1800 岩手日報 IBCニュース 1806 気象情報 

1810月 税金相談 / 20おはなし玉手箱 

  火 おはなし玉手箱 

1815 ナイター  ※月曜日のみ 

               1825 政策情報 官邸発 

               1835 JAZZのソムリエ 

               1900 歌って!笑って!!民謡まわり舞台  

               2000 リクエストマンデー 

2100 栗山英樹のミュージックブルペン 

2200 オールナイトニッポンGOLD 

2350 KAT-TUNスタイル 2400 レコメン!  

2500 オールナイトニッポン 

土曜日 

0300 ミュージックナビ  

0400 モーニングコール 

0500 おはようオン・ザ・ウェイ 

0510 心のいこい 15 世の光 20 心のともしび 

0525 昭和歌謡セレクション 

0540 いのちつたえたいキャンペーン 

0550 あさのことば 55 農作業メモ 

0600 新米ママの井戸端会議  

0615 健康とっておき!(再) 

0630 いわて想い出の名馬館  

0645 歎異抄をひらく 

0700 岩手日報 IBCニュース天気予報 

0710 石川啄木うたごよみ  

0725 村松文代のフォア〜♪ 

0740 ハミングカフェ 

0745 王様の宝石箱 

0800 日本全国8時です   

0814 岩手日報 IBCニュース 

0820 公益ビタミンくらぶ  

0830 てるてる シゲシゲ 

0900 水越かおるのすっぴん土曜日 

1100 岩手日報 IBCニュース  

1105 テレフォン人生相談 

1125 すこやか生活便     

1140 すっぴん土曜日 

1300 大塚富夫のTOWN  

1500 岩手日報 IBCニュース  

1505 えり子のDream Time  

1520 ふるさとは負けない! 

1530 志らくの歌の花道  

1600 岩手日報 IBCニュース 

1605 いわて想い出の名馬館(再) 

1620 チアーズヴォイス  

1635 アースコミュニケーション 

1645 ハミングカフェ。 

1650 ミッチャンインポッシブルJ 

1700 フィッシュオンイワテ  

1720 JAホット通信 

1730 医学プロムナー  

1745 ウィークエンドネットワーク 

1750 気象と防災 マメ知識!   

1755 岩手日報 IBCニュース 

1800 春夏秋冬〜ミュージック・セレクション 

1830 林哲司&半田健人の「昭和音楽堂」 

19 00 考えるラジオ  

1955 ふるさとは負けない!! 

2100 こちら志家町6-1     

2200 Heartful Station 

2300 きかせられないラジオ   

2330 “魂のラジオ” 

2500 オールナイトニッポン 

日曜日 

0400 あなたへモーニングコール 

0500 麻衣的亜州電波〜Mai’s Asian Wave〜 

0530 東日本大震災追悼番組 

0545 ラジオ朗読版「光に向かって 100の花束」 

0600 健康とっておき!  

0615 全国消防団   

0625 農作業メモ 

0630 健康どうでっか   

0645 天理教の時間 

0700 岩手日報 IBCニュース天気予報 

0710 村松文代のフォア〜♪  

0725 百合子先生の税金相談 

0735 サウンドスクエア   

0745 おはよう健康情報局 



0800 岩手日報 IBCニュース  

0805 平泉物語 

0815 ハートフルトーク   

0830 健康で長生きするために 

0840 気象と防災 マメ知識   

0845 週末アソビナビ 

0900 全国こども電話相談室・リアル! 

0955 岩手日報 IBCニュース 

1000 サンデーヒットパラダイス 

1100 鈴木康博メインストリートをつっ走れ! 

1200 岩手日報 IBCニュース  

1210 録音風物誌 

1220 童話の散歩道    

1230 〜人の森を旅する道〜 

1300 のりこの週刊おばさん白書 

1500 岩手日報 IBCニュース・天気  

1530 バースデーミュージック  

1600 岩手日報 IBCニュース   

1630 ミュージックギフト〜音楽・地球号 

1700 岩手日報 IBCニュース 

1705 P★S 〜Playing Old Popular Songs〜 

1755 岩手競馬ダイジェスト  

1800 昭和歌もよう 

1900 ラジオふるさと便    

2000 ガンバッペ魂 

2100 仲谷明香(AKB48)の「なかやん通信」 

2130 うっかりチャンネル 

2200 アンディ小山のラブリーメモリーズ 

2230 森昌子 心の旅  

2300 七瀬龍一のEternal sound 

2330 林原めぐみのTokyo Boogie Night 

2400 J-Hits COUNTDOWN   

2430 まつぼっくり王国 


