全番組、
インターネットで聞く
ことができます。
FMはつかいちの
ホームページ
左のボタンをクリック！

ＦＭはつかいち７６．１ＭＨｚ タイムテーブル
広島西部地区のコミュニティ放送局
MON

WED

TUE

5

FRI

THU

SAT

6

Radio KZOO in Honolulu
"Hawaiian Breeze"

Morning Community

Wake up! Morning!!
7

ビリー諸川の昭和浪漫歌謡曲

天気・交通
7:10・45 8:10・45
中国新聞ニュース

7:20～25
7:30～40

はつかいち行政ニュース

月・火：松ノ木 愛弓
水・木・金：香川 典加(ふみか)
(水)8:00提供：廿日市商工会議所

(月)8:00提供：㈱山崎本社
8:20～25

8

SUN
Power Up Morning
Sunday

Power Up Morning
Saturday

Morning Stream

【日替わりモーニング】 8:40～45
(月)旅情報 (火)野菜と果物 (水)美しい日本語

(木)イベント情報

おはようサンデー

おはようサタデー

中国新聞ニュース

(金)Trip！Trip！

(金)8:00【きらり☆はつかいち】

8:54～59

アサクジ

9

天気・交通
平日毎日 9:10

9:20宮島インフォメーション
提供：(一社)宮島観光協会

10

(月)2週 ～30 てっちゃんとボンドガール
〜キラキラ人応援ラジオ〜
土居徹信・問可善江・後藤琴美

月曜 1・3週11:30～12:00 マドモアゼル
のランチ 松ノ木愛弓 岡本麻希
提供：窓のお悩み相談所 窓屋

(水)4週 9:40～
JA産直ふれあい市場から直送便！

廿日市市しごと共創センタータイアップ
～30

FMマリーナホップ761

なごちゃんのなんのこれしき！
香川典加・麓俊貴
松ノ木愛弓 なごちゃん(名越知徳)
提供：ココだけモールマリーナホップ
提供：株式会社
1・3週 30～ 笑う門には福来る 2・4週 30～ しげたともみ
なごし住宅
happy&smileわっはっは！ラジオ 『あした、美人になるレシピ』

月曜2・4週11:30～12:00
SAKKA ZAKKA エフメジャー
松ノ木愛弓・556made (ココロメイド)

提供：株式会社三幸産業

住吉孝予・松田久子

昼なんじゃけん！761

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

Hatsu BIZ CAFE
大田典子・黒木真由

ECOしま専科
藤井 尚子
提供：安田金属㈱

提供：デリカウイング㈱
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(水)9:30～35医療情報

(火)2・4週 9:20～
佐伯区とっておきコーナー

キラキラ☆アートＢＯＸ
東園 恵

おはサタ761

9:20～25
生涯学習でみんなスマイル♪

(木)第1週 30～
あさはら未来探し 黒木真由
(木)第3週 30～
玉川真里のココロのトビラ
玉川真里

(木)11:00～30
リメンバー・ミュージック

提供：心を育て心をケアする
NPOハートシーズ

11:00～30
えるこちゃんTimes
岡千恵・西広島タイムス 沖野有紗
リメンバー・ミュージック
(洋楽80年代)

天気・交通
平日毎日12:10・15:15

13:20～街角リポート

14

FMはつかいちっ子
この指とーまれ！

(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

13:30～街角リポート

廿日市市社会福祉協議会タイアップ
中村真和

14:05～55
提供：廿日市商工会議所
14:10【はつかいちねっとを～く】

15
15:00～街角リポート
水曜 2・4週 ～30
となりの婆様
篠原良一郎 提供：竹の子の里・メゾンドエンタ
廿日市・WINCARS KURUMAYA KOZO
(水)1・3週 30～ バブリーてっちゃん
&ラブリーのりぴぃの
この人に胸キュン♪
水曜 2・4週 30～
土居徹信・大田典子
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

2・4週 16:40～17:00
藤さんの九つ転び十起き

提供：やまだ屋・フジマグループ

藤原義正・大田典子

イヴニング☆ディライト
18:00～10

(火)17:30
【きらり☆はつかいち】

天気・交通
平日毎日17:50

15:30【最新！紀伊国屋コーナー】
第1.3.5週→BOOK
第2.4週→MUSIC

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）

第2・3週 16:00～30 医どばた食堂 かわむー・まゆゆ
1・3週 ～30
提供：うるおい訪問看護リハビリステーション
オカノセンセーの
チェックラジオ 提供
2・3・4・5週 16:00～16:55
広島声優カンパニー

Harmonie(アルモニー)presents
廣瀬優子
夕方 Tea Option

(木)17:30
【週末ドライブ情報】 提供：テンジンモータース

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㈱

1・3・5週 クラシック FOR YOU
1・3週 寺本隆のHealing Time♪
京太郎・のりぴぃの
大田 典子
寺本 隆
「ワハハ de ラララ」
ゲスト：広島西音楽家協会
提供：永本建設㈱
京太郎・大田典子
提供：デリカウイング㈱
2・4週
はつかいち
2・4週 ひろみのマイ・フェア・レディ
来て 観て 食べて もう一度！ 提供：カシワバラコーポレーション
三浦ひろみ
株式会社由宇建材
吉岡里奈・植川真衣
提供：株式会社サニクリーン中国
ゆう温泉
提供：(一社)はつかいち観光協会

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・
中ちゃん・河ちゃん他
Dreamer Dreamer in JAZZ
松岡伸二

21
22
23
24
25
26
27
28

さくらぴあスマイルトーク
藤本宏平
提供：さくらぴあ
1・3・5週 20:00～20:30
江草仁貴のズバッとど真ん中!!
江草仁貴・高野彩香・柿村光俊
1・3・5週 20:30～21:00
楓子のシュワらじ 楓子

はしもと ていじの
おやじのカントリー

2・4週 香川裕光のAcousticラジオ♪
香川 裕光・川本 恭子

橋本 貞治

1・3,5週 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

万貴音の
じゃんごりあん☆カンパニー
万貴音(まきね)

桧脇正義・森本ケンタ

2・4週 TOKIの旅の楽屋プラネット
提供：やまだ屋他

1・3・5週 21:00～21:30 2・4週 21:30～22:00
ラジオ三冠Oh！

露崎春女のNatural Woman

Sound of Oasis

大崎潔の歌謡日にプレイバック

アニメ関門文化学園

康成戸井のラジオな話

いなべ探望

ヤマショウズ望月貴徳の
グッドタイムミュージック

地域の高校・大学・専門学校ほか
放送部
提供：㈱シブヤ

(金)17:15 【住まいの安心サポート！】
提供：三井のリハウスアルパーク店

18:00～19:00 1・3週
にしべみかの
ゆうぐれDoki！音楽行進
にしべみか・奥野てっぺい
・まゆゆ
提供：代官山イヴァンカ

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

夢プラン
東園 恵
提供：青少年夢プラン実行委員会

1・3週 30～ 2・4・5週 ～30
木村優紀のキミとおしゃべり

※

佐伯
送信所

佐伯区

～30 タックイン三根のノリノリ！
30～オールウェイズ・オールディズ
Classic ROCK 70’s

西区

南区
熊野町

スタジオ

大竹市

坂町
宮島
江田島市
呉市

20秒CM
20秒CM
60秒インフォマーシャル
30分番組提供
60分番組提供

■時間区分
7～9 9～12 12～13 13～17 17～19 19～22
S
A
S
A
S
A
タイム

タイム タイム

タイム

タイム

タイム

ラジオ2951

なべラジ～土曜日の隠れ家

リリーズのキャプテンズ・
レディオ

TABARU Love Emotion

サムライジング

RADIO BOHEMIA

Music Hot Flavor

湘南ベース

ユメルのモナリザラウンジ

やまがた愛の武将隊/地球のかたすみから(隔
週) GOOD BYE APRIL 倉品翔のREMEMBERS

Passage

スリジエStyle

トレジャーボトル
伊達孝時 歌って語る歌謡曲
大橋美加のNice ‘N’ Easyタイム
たりらーりー

真夜中の訪問者
週間メディア通信

サイエンスNOW

■HP

1本 1,000円(Aタイム)
1本 1,300円(Sタイム)
1本 2,000円(Aタイム)
1本 10,000円(Aタイム)
1本 15,000円(Aタイム)

杏奈カフェ♪♪
冴木 杏奈

牧山純子のサウンドマリーナ

アイパー滝沢の ホゥ！リーナイト・フィーバー

・・・ 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。

※

※税別価格。別途制作費などかかります。

中区

海田町

岩国市

LIVE!

■広告料金一例

広島市

佐伯

廿日市市
大野
送信所

・・・スタジオ

放送エリア拡大！

Premium G
～MUSIC GIFT～

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
30～
平口ひろしのスクランブルトーク
平口洋・大田典子

Shingo’s Radio Show Night Fever

JAZZ VOCALの夜

吉和

18:00 ～19:00

18:00～19:00 2週
RED☆EYEの
FIRE RADIO STATION
RED☆EYE
提供：マエダハウジング
※第4週
1・3週 19:00～30
JukeBox
Hatsukaichi Juke Box

slow life, slow music

吉和
送信所

16:00 ～18:00

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

JC上阪

週刊メディア通信

縁もゆかりもミュージック

～30 花火の星
30～ 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

JP TOP 20

1週20:00～21:00 BLUE LIVE広島 presents
-ONE VOICE劇団Tempaのゲキラジ！
岩本 浩嗣・東園 恵
2・4週20:00～30 悪女時代の
劇団Tempa
悪女じゃないけん！ 悪女時代
3・5週20:00～21:00 2・4週20:30～21:30
提供：㈱A&C
いきいきFactory
2・3・4・5週
Hal・おかもとせいこ
いきいきFactory1・3週 ～30
1・3週21:30～ ビッグバイクグループ
HAL・おかもとせいこ
COLORFUL フライデーナイト 小池 春香
presents ひわきまさよしの単車日和

大西貴文のTHE NITE

■聴取エリア
※カーラジオも
含みます

インディーズ・アロー
篠原良一郎
提供：コワーキングスペースShake Hands・
車花力・Ａｘｉｓ・タケスポ・BOOK OFF 広島

Hatsu BIZ CAFE(再)
大田典子・黒木真由
廿日市市しごと共創センター
タイアップ
16:00～30 1週
あさはら未来探し 黒木真由

17:00～18:00
僕らの放送！ -our broadcast-

廿日市インフォメーション

1・3週 若鯉・大野寮物語
～一軍への道～
新木緑
提供：㈱イシカワ

20

アフタヌーンパラダイス
高山厳・夏目真紀子

月・崎田 えみ子 水・宮下莉奈 水・小池春香 木・山下梨代子 金・須澤 麻衣 金・黒木真由(偶数週)
はつかいち行政ニュース

18:20～25
18:25～30

19

15:00～街角リポート

中国新聞
ニュース

(水)18:15～20医療情報

18:30

第1週 14:00～30
瀬木寛親の選挙に行こう！
瀬木寛親(せぎ ひろちか)・岩崎翔太

14:00～15:00
Resort Winds

15:00～街角リポート

(水)15:30【谷村敏彦のおやじ天国】 谷村敏彦
1・3週 辻寛子の「おんがくのトビラ」
辻寛子
提供：宮島 弥山 大本山 大聖院

あどRun太の
RunRunランデヴー
あどRun太・大田典子
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さのっち・植川真衣

中国新聞ニュース

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

17:05～10

13:00～14:00
さのっちパラダイス
あの頃青春グラフィティ
岡野 美和子

14:00～15:00【舩附洋子の宮島講座】
提供:やまだ屋・岩惣

14:50～55

17

1週11:00～30
山本しのぶのポワントワーク
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週 崎田えみ子の
ハッピースタイル♪
崎田 えみ子
3週 ソーシャルラジオ@ゆーま！
橘 貴範
4週 マリモpresents
PiNECoNeSのまちあそび ラジオ♪
藤井ちえ
5週 まさこのシネマカフェ

提供：さくらぴあ

提供：女鹿平温泉クヴェーレ吉和

(木)14:10
1・3・5週【みんなの防災バイブル】
廿日市消防本部 中田健史
2・4週【安全一口アドバイス】
廿日市警察署 武広英二 交通課長

(火)14:00
提供：㈱山崎本社

11:00～13:00

3週
ポップ・ステップ・ジャンボリー
マッキー

さくらぴあスマイルトーク(再)
藤本宏平

月：東園 恵 火：藤井 尚子 水：大田 典子 木：山本 千帆里 金：岡 千恵 (金)1・3週 12:20
(木)12:20 【たつのりくんのナタリー歯の
(水)12:20
【グリーンコープでいきいきライフ!!】
何でもコーナー】提供：ナタリーデンタルクリニック 提供：グリーンコープ
【きらり☆はつかいち】
生活協同組合ひろしま
(木)13:30 1・3週【社協発！はつぴぃたいむ】
(水)13:15～20医療情報
13:50【よしわな時間】
1・3週 13:30～40 わかりやすい天気と防災
吉田英美
4週
13:30～40 JA佐伯中央presents 農楽日和

14:55～15:00
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1週 翔太とミサニャンのアートカフェ♪
11:00～11:30 岩崎翔太・積山ミサ
2・4週 Greg’s Garden
グレッグ・アレン ～30
提供：デリカウイング㈱

中国新聞ニュース
はつかいち行政ニュース

(月)2・4週 12:20
【109シネマズ】

13

崎田 えみ子 or 濱島亮太

提供：デリカウイング㈱

12:40～50
12:55～00
13:00～10

12

上原喜光の
ぐるっと360度

9:30～40
【はつかいちイベント情報】

ナオミの朝からファンファーレ!!
伊達奈緒美

インターネット
サイマル放送
ゲストなど
番組情報

fm@761.jp

Facebook

リスナー
プレゼント・
特典情報

■リクエスト＆メッセージは
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。
■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

USTREAM
放送
リクエスト＆
メッセージ

※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。

Twitter

※2020.3.1 現在

