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水・木・金：香川典加(ふみか)

昼なんじゃけん！761

16
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キラキラ☆アートＢＯＸ
東園 恵

提供：デリカウイング㈱

ECOしま専科
藤井尚子

提供：安田金属㈱

イヴニング☆ディライト

ナオミの朝からファンファーレ!!
伊達奈緒美

提供：デリカウイング㈱

デュオ旭爪(ひのつめ)姉妹の
クラシックをご一緒に♪

旭爪裕美子・千恵
提供：医療法人ハートフル

月：東園恵 火：藤井尚子 水：大田 典子 木：山本千帆里 金：岡 千恵

月・崎田 えみ子

(火)14:00
提供：㈱山崎本社
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20

22
23
24
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26
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(月)8:00提供：㈱山崎本社

12:40～50
13:00～05

FMはつかいちっ子
この指とーまれ！

はつかいち行政ニュース

(水)12:20
【きらり☆はつかいち】

18:00～05 はつかいち行政ニュース

あどRun太の
RunRunランデヴー
あどRun太・大田典子

提供：やまだ屋・フジマグループ

(金)8:00【きらり☆はつかいち】

1・3週 若鯉・大野寮物語

～一軍への道～

新木緑

提供：㈱イシカワ

21

京太郎・のりぴぃの
「ワハハ de  ラララ」
京太郎・大田典子

提供：カシワバラコーポレーション

株式会社由宇建材
ゆう温泉

歌って♪
七コロン日、ノリ陽気！

尾本喜代美・大田典子

やまびぃ DE ナイト

やまびぃ・鹿ちゃん他

第1・3週 CROON A SONG
afterglow Daniel & meggy
提供：vocal school CROON

1・3・5週 クラシック FOR YOU
大田 典子

ゲスト：広島西音楽家協会
提供：デリカウイング㈱

2・4週 はつかいち
来て 観て 食べて もう一度！

吉岡里奈・植川真衣
提供：(一社)はつかいち観光協会

さくらぴあスマイルトーク
藤本宏平

提供：さくらぴあ

2・4週 香川裕光のAcousticラジオ♪
香川裕光・川本恭子

2・4週 ワハハ!!同盟間奏曲集
藤本 宏平

提供：デリカウイング㈱

地元でがんばるjin

吉田峻 or 崎田 えみ子

提供：山崎本社グループ

1・3週 Soluanaのヒーリングタイム♪
寺本隆・采可

提供：永本建設㈱

はしもと ていじの
おやじのカントリー

橋本貞治

万貴音の
じゃんごりあん☆カンパニー

万貴音(まきね)

19:00 1・3・5週 「夢プラン」 東園恵
提供：青少年夢プラン実行委員会

劇団Tempaのゲキラジ！

劇団Tempa
提供：㈱A&C

大西貴文のTHE NITE

週刊メディア通信

アニメ関門文化学園

JAZZ VOCALの夜

slow life, slow music

Midnight Comoesta

しゃべんジャーズ

中村由利子のPiano Fantasy

伊達孝時 歌って語る歌謡曲

ザ・コレクターズ 『池袋交差点24時 ラジオ版』

70’ｓダイアリー

おきふる！おきふる！

Shingo’s Radio Show Night Fever

Morning Stream (月～金)

Morning Community (月～金)

Power Up Morning 
Saturday

Radio KZOO in Honolulu
"Hawaiian Breeze"

おはようサタデー
思いのままに

～ミュージックサンキュー～

RAKUGO BANG！

経営軍師岡漱一郎の

絶対負けない社長の法則

おはようサンデー

1週 ～30 ARTcafe HIROSHIMA♪
岩崎翔太・積山ミサ・梅木かなえ

提供：PRESENTs HIROSHIMA

(月)2・4週 12:20
【109シネマズ】

杏奈カフェ♪♪
冴木杏奈

さくらぴあスマイルトーク(再)
藤本宏平

提供：さくらぴあ

あの頃青春グラフィティ
岡野美和子

17:00～18:00
僕らの放送！ -our broadcast-

地域の高校・大学・専門学校ほか
放送部

提供：㈱シブヤ

牧山純子のサウンドマリーナ PRESIDENT STATION

Sound of Oasis

サムライジング（生放送）

ユメルのモナリザラウンジ

大橋美加のNice ‘N’ Easyタイム

吉田メロディとステキな時間

15:00～16:00
スーパーステーション
～30 城之内ミサ
30～ 井上昌己

2・4週 ひろみのマイ・フェア・レディ
三浦ひろみ

提供：株式会社サニクリーン中国 1・3週 19:00～20:00
大塚商会Presents Kazuo.     

Yoshida’s BOSSAMANIA
2・4週 19:00～30 ヨッシーと多分
愉快な仲間たち 濵本恵康(よしや
す) 提供：ゾーナ・イタリア

月・火：松ノ木愛弓

7:30～35

【日替わりモーニング】 8:40～45
(月)名言・格言 (火)野菜と果物 (水)美しい日本語 (木)イベント情報 (金)Trip！Trip！

はつかいち行政ニュース

(金)1・3週 13:15
【Chieのアフタヌーンラウンジ】
提供:山崎本社グループ

中国新聞ニュース7:20～25

8:20～25 中国新聞ニュース

14:50～55

(木)12:20 【たつのりくんのナタリー歯の
何でもコーナー】提供：ナタリーデンタルクリニック

(火)17:30
【きらり☆はつかいち】

17:05～10 中国新聞
ニュース

(木)17:30【週末ドライブ情報】 提供：テンジンモータース

中国新聞ニュース

LIVE!

(木)13:30【最新！紀伊国屋コーナー】
第2週→BOOK 第4週→MUSIC

岩国市

広島市

西区

海田町
熊野町

坂町

呉市

宮島
江田島市

中区

大野

送信所
スタジオ

■聴取エリア
※カーラジオも

含みます ■広告料金一例

20秒CM 1本 1,000円(Aタイム)
20秒CM 1本 1,300円(Sタイム)
60秒インフォマーシャル 1本 2,000円(Aタイム)
30分番組提供 1本 10,000円(Aタイム)
60分番組提供 1本 15,000円(Aタイム)

■時間区分
7～9 9～12 12～13 13～17 17～19 19～22

S A S A               S                A

※税別価格。別途制作費などかかります。

■お問合せ
〒738-0023
広島県廿日市市下平良2-2-1

ゆめタウン廿日市3F
株式会社FMはつかいち
TEL:0829-32-0500     FAX:0829-31-0761

■リクエスト＆メッセージは fm@761.jp
もしくはホームページ専用ボタンからも

お送り頂けます。

Twitter

リスナー
プレゼント・

特典情報

■HP Facebook

リクエスト＆
メッセージ

(水)9:30～35医療情報

(水)13:15～20医療情報

(水)18:15～20医療情報

※番組及びパーソナリティは予告なく変更となる場合があります。

※2021.9.1 現在

・・・スタジオ MUSIC  BIRD もしくは収録放送 衛星経由送受信のため(東京・廿日市)
悪天候時、BGMに切り替わるときがあります。

・・・※

広島西部地区のコミュニティ放送局

Wake up! Morning!! 交通・天気
7:10・45 8:10・45

交通・天気
平日毎日 9:50

天気
平日毎日12:10

天気・交通
平日毎日17:50

※

タイム

9:20宮島インフォメーション
提供：(一社)宮島観光協会

第1・3月曜13:20～街角リポート

第2・4水曜14:30～街角リポート

湘南ベース

16:00 ～18:00

JP TOP 20

(木)1・3週13:30 【社協発！はつぴぃたいむ】
廿日市市社会福祉協議会タイアップ

TABARU Love Emotion

河口恭吾 ブートラジオ

2・4週 ～30 星空パルンは
ここにいます 星空パルン

提供：素戔男尊（すさのお）

18:00～19:00   2週

RED☆EYEの
FIRE   RADIO   STATION

RED☆EYE

提供：マエダハウジング

水曜 2・4週 16:30～
葡萄亭わいんのラジオ寄席

葡萄亭わいん 提供：デリカウイング

アイパー滝沢の

ホゥ！リーナイト・フィーバー

ごめんあそばせクラシック

ゲストなど
番組情報

インターネット
サイマル放送

(火)12:20
1・3週【ぶらり小さな世界の車窓から】
2・4週【ゆ～うにしんさい 津和野】

津和野町観光協会

中国新聞ニュース

南区

12:55～00

(木)11:00～
リメンバー・ミュージック(洋楽80年代)

金・夢花らん水・須澤麻衣

インディーズ・アロー

篠原良一郎

提供：Ａｘｉｓ・BOOK OFF 広島

なごちゃんのなんのこれしき！

松ノ木愛弓 なごちゃん(名越知徳) 
提供：株式会社なごし住宅

11:00～13:00
1週11:00～11:30
山本しのぶのポワントワーク

1週11:30～12:00 選挙に行こう
HIROSHIMA♪ 岩崎翔太•梅木かな
提供：PRESENTs HIROSHIMA

1週12:00～13:00
株式会社エス・ビー・シーpresents
魔法のことば。
倉本良一・吉本いづみ

2・3・5週
小山ジャネット愛子 Botanica

4週 11:00～12:00
PiNECoNeSのまちあそび ラジオ♪

安井和美

4週 12:00～13:00
音鳴文庫のルーフトップマガジン

八木諒平

廿日市インフォメーション18:20～25

16:30～ 2・4週
えつ子の走れ！オリソンミュージック♪

森岡えつ子 提供：カラオケ舞BOX

リメンバー・ミュージック
(洋楽80年代)

1・4・5週 16:00～16:30
アフタヌーンパラダイス

第4週 30～ 『あした、美人になるレシピ』
しげた ともみ

(水)1週 30～ スットボケ

てっちゃんとコボケのりぴぃ

のこの人に胸キュン♪
土居徹信・大田典子

佐伯

吉和 放送エリア拡大！

佐伯

送信所

吉和

送信所

タイム タイム タイム タイム タイム

廿日市市

大竹市

佐伯区

3週20:00～21:00 いきいきFactory
Hal・おかもとせいこ

2・4週20:00～30悪女時代の
悪女じゃないけん！悪女時代

18:00 ～19:00

大石吾朗 Premium G

木・山下梨代子

花火の星

本牧ヤグチ

スリジエStyle

Radio Star Audition

RADIO BOHEMIA

第2・3週 16:00～30
アフタヌーン・パラダイス

14:00～15:00【舩附洋子の宮島講座】
提供:やまだ屋・岩惣

(木)第1週 11:30～12:00
あさはら未来探し

黒木真由

1・3・5週 20:00～21:00
河浜一也のバラエティーナイト

大田典子・真由姫
提供：やまだ屋他

2・4週21:00～22:00 TOKIの
旅の楽屋プラネット 提供：やまだ屋他

火・黒木真由

ビート・インザ・ボックス～just the beginning～

Music Hot Flavor

(火)9:20～
ちょっと聞いてーや♪

東京大衆歌謡楽団♪

11:00～30 西広島タイムスpresents
えるこちゃんTimes 沖野有紗

なべやかんのブヒブヒスパークタイム

リメンバー・ミュージック
（邦楽80年代）

Radio Leader’s

Brand-new Saturday

16:00～30 2・3・4・5週
SATURDAY SUPER LEGEND

中国新聞ニュース

12:00～04

13:55～00

18:10～05 中国新聞ニュース

1週20:00～21:00   ときめき✨ワッショイ
なんちゃん・わかちゃん・しゅんちゃん

16:30～17:00 ラジオ三冠Oh！ JC上阪

アサクジ
9:10～15 中国新聞ニュース

9:30～35 生涯学習でみんなスマイル♪

(金)13:40【よしわな時間】
提供：女鹿平温泉クヴェーレ吉和

中国新聞ニュース

第1・3週 ～30 FMマリーナホップ761
香川典加・麓俊貴

提供：ココだけモールマリーナホップ

(火)13:30メディエイターラジオショッピング

(水)1・3週 13:30～40 わかりやすい天気と防災
吉田英美

1・3週～16:30 オカノセンセー
のチェックラジオ

提供：広島声優カンパニー

7:55 
未来への手紙プロジェクト

～生まれてくる君へ

第1・2・4・5週
13:00～15:00

Resort Winds
～from 軽井沢～

18:30

(木)14:10
1・3・5週【みんなの防災バイブル】
廿日市市地域政策課(元消防本部)中田健史
2・4週【安全一口アドバイス】

2週廿日市警察署 交通課長 4週佐伯警察署
(木)14:30キッズトレジャー

15
2・4週 15:00～15

【おんがくのたまてばこ】 辻寛子

提供：グリーンコープ生活協同組合ひろしま

1・3週 辻寛子の「おんがくのトビラ」

提供：宮島 弥山 大本山 大聖院

水曜 2・4週 16:00～30  となりの婆様

篠原良一郎 提供：メゾンドエンタ廿日市・

WINCARS KURUMAYA KOZO

アフタヌーンパラダイス 月曜パーソナリティ: 岸田敏志 アシスタント: 光部愛
火曜パーソナリティ: 渡辺真知子 アシスタント: 坪達也
水曜パーソナリティ:沢田知可子 アシスタント:蒼山慶大
木曜パーソナリティ:杉真理 アシスタント: 山口真奈
金曜パーソナリティ:高山厳 アシスタント:夏目真紀子

16:00～30 1週
あさはら未来探し(再) 黒木真由

18:00～19:00   1・3・4・5週
サンクローバーpresents
アコガレステーション

15:00～30
アフタヌーンパラダイス

※3・5週は11:55まで

(月)2・4週13:30 
また来て四角の西洋菓子無花果

15:30～ちょっと聞いてーや♪東京大衆歌謡楽団♪

(水)13:20～ちょっと聞いてーや♪東京大衆歌謡楽団♪

上原喜光の
ぐるっと360度

Power Up More Nippon

週刊ラジオマガジン「高野育郎のエディター・デイズ」

※2・3・5週は21:00～
大西貴文のTHE NITE

(水)3週 30～
てっちゃんと銀ちゃんの

珍道中土居徹信・銀ちゃん5週 アフパラ

(火)1・3週 13:40
島根県邑南A(おおなんエース)

水曜 4週 15:30～ てっちゃんとボンドガール

キラキラ人応援ラジオ 問可善江・後藤琴美

15:40～今週のアーティストピックアップ

1週21:00～22:00
bar KNUT(バー キヌート)
ノッキー・寝たろう

1週 21:00～22:00
楓子のシュワらじ 楓子

インディーズ・アロー(再)
水曜19:00～の再放送・FMはつかいち制作番組

3・5週 21:00～22:00

THE NITE

2週 11:00～12:00
ポップ・ステップ・ジャンボリー

マッキー みるきぃor友重さん

(金)2・4・5週 11:30
リメンバー・

ミュージック

(木)第2・3・4・5週11:30～
リメンバー・ミュージック

(洋楽80年代)

(金)1・3週 11:30
Moon noon channel
望月主税提供：デリカウイング(株)

10:00～10:30
半ちゃんとまごころの輪

半明晃二

上原喜光の

ぐるっと360度

19:00 2・4週 「廿学ラジオ」
キムラ ミチタ・東園恵 提供：廿日市市

16:30〜17:00
アフタヌーンパラダイス

(水)14:00 【のりぴぃオススメ！
Wednesday マンスリーパワープッシュ】

サイエンス NOW

喜多san’s bar

ジミー入枝のですです～ON MY MIND

真夜中の訪問者

廿学ラジオ(再)

キムラミチタ・東園恵

第3週
14:00〜30
おおたけ特産GOGOラジオ

MI・小ちゃん
おおたけブランド向上委員会

13:00〜15:00

4週 16:00〜30 おおたけ
特産GOGOラジオ(再)

2週 からふるタウン

はつかいち

横山はるみ 栗林克行


