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モーニング７モーニング７モーニング７

小室 等
白神 直子

杉 真理
山口 真奈 夏目 真紀子

岸田 敏志
光部 愛

橘しんご（月～水）　川久保秀一（木・金）
第1木曜・第3月曜「NYレポート」　第1月曜・第3木曜「ハワイレポートfrom　KZOO」

Weekly Recommend ・ こちら消防団情報局

渡辺 真知子
坪 達也

花※花style

マスコナオミのENJOY湘南SLOW LIFE!
益子直美・レディオ湘南

BAN BANラジオDJ Nobby’s Tokyo LIVE!!
さくらエフエム

風とシープス…ときどき、窪田友紀子
窪田 友紀子

アストのほけん
presents

「それなり電鉄」F

「魁!!ジャンクスリープ」
小林宏至・進藤実・吉田浩

真夜中の
訪問者

大橋美加のNice‘N’ Easy タイム

Power Up Morning Sunday
田川 まゆみ

反畑誠一の
音楽ミュージアム
反畑誠一・岡野美和子

リリーズのキャプテンズ・レディオ

ラジオ2951
フ ク コ イ

美加のNice’n Easy Time
大橋美加

ガレッジセールの
ガレッジパーリー！

フォークスクランブル

Resort Winds
～from軽井沢～

わたなべヨシコ

フォークスクランブル

わたなべヨシコ

小田純平の歌めぐり街めぐり
小田純平

大橋 美加

10：55
11：55

13：55
14：55

防災・防犯インフォメーション

県・市町村からのお知らせ

防災・防犯インフォーメーション

防犯インフォメーション

諏訪地域道路規制情報

諏訪地域道路規制情報

Weekly Recommend Weekly Recommend

Weekly Recommend
ニュース

防災・防犯インフォーメーション

防災・防犯インフォーメーション

諏訪地域道路規制情報

諏訪地域道路規制情報
諏訪地域道路規制情報

シーサイドイメージガール

Music Recommend

リンボウ先生の「謹訳 源氏物語」
すわこ八福神のオッペケペ

6
6 2

5 2

リリーズ

諏訪21万人ラジオ
山ちゃんのはらぺこ王国再

太田伊智雄

新井栄一のピアノ・
ノスタルジア
新井栄一

藤里一郎と鎌滝えりの
MUG CUP NIGHT

激アツ！ロックンロール教室
フジジュン・小池嘉則

縁もゆかりもミュージック
FMなかつ

「花火の星」 FMはなび
「吉田メロディとすてきな時間」 FMひたち

ヤマショウズ望月貴徳のグッドタイムミュージック
あづみ野エフエム

Classic Rock 70’s
ＦＭ世田谷

えんにちの縁にちなんで
REDS WAVE

「いなべ探望」
いなべエフエム

康成戸井のラジオな話
メディアス エフエム

「アニメ関門文化学園」
カモンエフエム

「タックイン三根のノリノリ！」
「オールウェイズ オールディーズ」

ラジオサンキュー

「Passage」
調布エフエム

Power Up Morning Saturday
植田路実

小川もこ　デリシャスタイム 
小川もこ

ガレッジセール

有銘琴絵
FM軽井沢

N

森田淳司、君島 樹

TABARU Love Emotion
TABARU

河口恭吾
ブートラジオ

RADIO BOHEMIA
FMおだわら

ロバート・ハリス　弓月ひろみ Yell ～青春の応援歌～
田山ひろし・長浜有美

ユメルのモナリザラウンジ
茜沢ユメル「それなり電鉄」

アストのほけん
presents

Rili.のドリームエンタメラボ

保井 寛敬ほか

露崎春女の
Natural Woman

露崎春女

「魁!!ジャンクスリープ」F
小林宏至・進藤実・吉田浩

激アツ！ロックンロール教室F
フジジュン・小池嘉則

SWING EASY JAZZ

「SPACE SHOWER RADIO」
栗谷 昌宏

武内朋子の「Sunday Smile」F
武内朋子

大石吾朗　伊藤美裕

窪田友紀子と久野友莉の「テケテン♪」F
窪田友紀子・久野友莉

JP-TOP 20
山川 智也

武内朋子のSunday Smile
武内朋子

窪田友紀子&久野友莉の「テケテン♪」
窪田友紀子・久野友莉

サンデー・フォーク・スクエア
わたなべ ヨシコ

久慈 大志・平河 祥代
保科 さとみ・小池 利幸

11:55

Morning Community

小樽からこんばんは

藤田 みさカノン

河口恭吾

アトリFM ～あなたの夢工房ラジオ～

岡野美和子

川辺保弘

かとうみちこ
高橋あさみ

Premium G
～MUSIC GIFT～

54

36
J-HITS ・ こちら消防団情報局 F

第2・4週「ずくラジ」

CAFÉ
～Smooth Style～

Music Hot Flavor

るーりぃ　みーなの
ukiukiルミナス☆

中村繪里子　キラとき☆
中村繪里子

山川 智也

中島 裕子 高橋 功 八幡 かおり小池 嘉則Gendy（源田 泰章）

中島 裕子 平河 祥代 小池 嘉則今井 隆宏中島 裕子

小池 嘉則 中島 裕子 小池 嘉則 週替わりパーソナリティ

7:53
諏訪圏情報 BOX

（火）

《第1・第3週のみ》　FMみょうこう
戦国ファンタジー「軍神～上杉謙信～」

《第1・第3週のみ》　FMみょうこう
戦国ファンタジー「軍神～上杉謙信～」

《第1・第3週のみ》
戦国ファンタジー「軍神～上杉謙信～」

FMみょうこう

リメンバー・ミュージック（邦楽）

2017.9.1より


