
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

北海道 稚内市 FMわっぴ～ 76.1 北海道 稚内市 FMわっぴ～ 76.1 北海道 根室市 FMねむろ 76.3 北海道 稚内市 FMわっぴ～ 76.1 北海道 稚内市 FMわっぴ～ 76.1

北海道 根室市 FMねむろ 76.3 北海道 根室市 FMねむろ 76.3 北海道 小樽市 FMおたる 76.3 北海道 根室市 FMねむろ 76.3 北海道 根室市 FMねむろ 76.3

北海道 小樽市 FMおたる 76.3 北海道 小樽市 FMおたる 76.3
青森県 南津軽郡田舎館村 FM
JAIGO WAVE 76.3

北海道 小樽市 FMおたる 76.3
青森県 むつ市 FM AZUR（ア
ジュール） 76.2

青森県 むつ市 FM AZUR（ア
ジュール） 76.2

青森県 むつ市 FM AZUR（ア
ジュール） 76.2

秋田県 秋田市 FM765 76.5
青森県 むつ市 FM AZUR（ア
ジュール） 76.2

青森県 南津軽郡田舎館村 FM
JAIGO WAVE 76.3

青森県 南津軽郡田舎館村 FM
JAIGO WAVE 76.3

青森県 南津軽郡田舎館村 FM
JAIGO WAVE 76.3

秋田県 秋田市 エフエム椿台
79.6

青森県 南津軽郡田舎館村 FM
JAIGO WAVE 76.3

青森県 五所川原市 ジーラジ
76.3

青森県 五所川原市 ジーラジ
76.3

青森県 五所川原市 ジーラジ
76.3

秋田県 湯沢市 FMゆーとぴあ
76.3

青森県 五所川原市 ジーラジ
76.3

秋田県 秋田市 FM765 76.5

秋田県 秋田市 FM765 76.5 秋田県 秋田市 FM765 76.5
秋田県 鹿角市 鹿角きりたんぽFM
79.1

秋田県 秋田市 FM765 76.5
秋田県 秋田市 エフエム椿台
79.6

秋田県 秋田市 エフエム椿台
79.6

秋田県 秋田市 エフエム椿台
79.6

秋田県 大仙市 FMはなび 87.3
秋田県 秋田市 エフエム椿台
79.6

秋田県 湯沢市 FMゆーとぴあ
76.3

秋田県 湯沢市 FMゆーとぴあ
76.3

秋田県 湯沢市 FMゆーとぴあ
76.3

秋田県 大館市 ラジオおおだて
81.4

秋田県 湯沢市 FMゆーとぴあ
76.3

秋田県 鹿角市 鹿角きりたんぽFM
79.1

秋田県 鹿角市 鹿角きりたんぽFM
79.1

秋田県 鹿角市 鹿角きりたんぽFM
79.1

岩手県 花巻市 FM One 78.7
秋田県 鹿角市 鹿角きりたんぽFM
79.1

秋田県 大仙市 FMはなび 87.3

秋田県 大仙市 FMはなび 87.3 秋田県 大仙市 FMはなび 87.3
岩手県 大船渡市 FMねまらいん
87.5

秋田県 大仙市 FMはなび 87.3
秋田県 大館市 ラジオおおだて
81.4

秋田県 大館市 ラジオおおだて
81.4

秋田県 大館市 ラジオおおだて
81.4

山形県 長井市 エフエムい～じゃ
ん おらんだラジオ 77.7

秋田県 大館市 ラジオおおだて
81.4

岩手県 花巻市 FM One 78.7

岩手県 花巻市 FM One 78.7 岩手県 花巻市 FM One 78.7
宮城県 仙台市太白区 エフエムた
いはく 78.9

岩手県 花巻市 FM One 78.7
岩手県 大船渡市 FMねまらいん
87.5

岩手県 大船渡市 FMねまらいん
87.5

岩手県 大船渡市 FMねまらいん
87.5

宮城県 名取市 なとらじ801 80.1
岩手県 大船渡市 FMねまらいん
87.5

山形県 長井市 エフエムい～じゃ
ん おらんだラジオ 77.7

山形県 長井市 エフエムい～じゃ
ん おらんだラジオ 77.7

山形県 長井市 エフエムい～じゃ
ん おらんだラジオ 77.7

福島県 喜多方市 エフエムきたか
た 78.2

山形県 長井市 エフエムい～じゃ
ん おらんだラジオ 77.7

山形県 山形市 ラジオ モンスター
76.2

山形県 米沢市 エフエムNCV　お
きたまGO! 83.4

山形県 米沢市 エフエムNCV　お
きたまGO! 83.4

福島県 本宮市 エフエムモットコム
77.7

山形県 米沢市 エフエムNCV　お
きたまGO! 83.4

山形県 米沢市 エフエムNCV　お
きたまGO! 83.4

宮城県 仙台市太白区 エフエムた
いはく 78.9

宮城県 仙台市太白区 エフエムた
いはく 78.9

福島県 須賀川市 ウルトラエフエ
ム 86.8

宮城県 仙台市太白区 エフエムた
いはく 78.9

宮城県 仙台市太白区 エフエムた
いはく 78.9

宮城県 岩沼市 ほほえみ 77.9 宮城県 名取市 なとらじ801 80.1 群馬県 沼田市 FM ＯＺＥ 76.5 宮城県 名取市 なとらじ801 80.1 宮城県 名取市 なとらじ801 80.1

宮城県 名取市 なとらじ801 80.1
福島県 喜多方市 エフエムきたか
た 78.2

群馬県 伊勢崎市 いせさきFM
76.9

福島県 喜多方市 エフエムきたか
た 78.2

福島県 喜多方市 エフエムきたか
た 78.2

福島県 喜多方市 エフエムきたか
た 78.2

福島県 本宮市 エフエムモットコム
77.7

群馬県 佐波郡玉村町 ラヂオなな
み 77.3

福島県 本宮市 エフエムモットコム
77.7

福島県 本宮市 エフエムモットコム
77.7

福島県 本宮市 エフエムモットコム
77.7

福島県 いわき市 ＳＥＡ ＷＡＶＥ
FMいわき 76.2

群馬県 太田市 ＦＭ ＴＡＲＯ 76.7
福島県 いわき市 ＳＥＡ ＷＡＶＥ
FMいわき 76.2

福島県 いわき市 ＳＥＡ ＷＡＶＥ
FMいわき 76.2

福島県 いわき市 ＳＥＡ ＷＡＶＥ
FMいわき 76.2

福島県 須賀川市 ウルトラエフエ
ム 86.8

茨城県 高萩市 たかはぎFM 76.8
福島県 須賀川市 ウルトラエフエ
ム 86.8

福島県 須賀川市 ウルトラエフエ
ム 86.8

福島県 須賀川市 ウルトラエフエ
ム 86.8

栃木県 真岡市 FMもおか 87.4
茨城県 久慈郡大子町 FMだいご
77.5

栃木県 真岡市 FMもおか 87.4 栃木県 真岡市 FMもおか 87.4

栃木県 真岡市 FMもおか 87.4 群馬県 沼田市 FM ＯＺＥ 76.5 茨城県 牛久市 うしくFM 85.4 群馬県 沼田市 FM ＯＺＥ 76.5 群馬県 沼田市 FM ＯＺＥ 76.5

群馬県 沼田市 FM ＯＺＥ 76.5
群馬県 伊勢崎市 いせさきFM
76.9

埼玉県 さいたま市 ＲＥＤＳ　ＷＡＶ
Ｅ 87.3

群馬県 伊勢崎市 いせさきFM
76.9

群馬県 伊勢崎市 いせさきFM
76.9

群馬県 伊勢崎市 いせさきFM
76.9

群馬県 佐波郡玉村町 ラヂオなな
み 77.3

埼玉県 入間市 FMチャッピー
77.7

群馬県 佐波郡玉村町 ラヂオなな
み 77.3

群馬県 佐波郡玉村町 ラヂオなな
み 77.3

群馬県 佐波郡玉村町 ラヂオなな
み 77.3

群馬県 太田市 ＦＭ ＴＡＲＯ 76.7
千葉県 木更津市 ＢＲＥＥＺＥ　ＲＡ
ＤＩＯ 83.4

群馬県 太田市 ＦＭ ＴＡＲＯ 76.7 群馬県 太田市 ＦＭ ＴＡＲＯ 76.7

群馬県 太田市 ＦＭ ＴＡＲＯ 76.7 茨城県 高萩市 たかはぎFM 76.8
千葉県 成田市 Radio NARITA
83.7

茨城県 高萩市 たかはぎFM 76.8 茨城県 高萩市 たかはぎFM 76.8

茨城県 高萩市 たかはぎFM 76.8
茨城県 久慈郡大子町 FMだいご
77.5

東京都 立川市 FMたちかわ 84.4
茨城県 久慈郡大子町 FMだいご
77.5

茨城県 久慈郡大子町 FMだいご
77.5

茨城県 久慈郡大子町 FMだいご
77.5

茨城県 日立市 FMひたち 82.2
東京都 世田谷区 エフエムせたが
や 83.4

茨城県 日立市 FMひたち 82.2 茨城県 日立市 FMひたち 82.2

茨城県 日立市 FMひたち 82.2 茨城県 鹿嶋市 FM　かしま 76.7
神奈川県 横浜市戸塚区 エフエ
ム戸塚 83.7

茨城県 鹿嶋市 FM　かしま 76.7 茨城県 鹿嶋市 FM　かしま 76.7

茨城県 鹿嶋市 FM　かしま 76.7
埼玉県 さいたま市 ＲＥＤＳ　ＷＡＶ
Ｅ 87.3

神奈川県 大和市 FMやまと 77.7
埼玉県 さいたま市 ＲＥＤＳ　ＷＡＶ
Ｅ 87.3

埼玉県 さいたま市 ＲＥＤＳ　ＷＡＶ
Ｅ 87.3

埼玉県 さいたま市 ＲＥＤＳ　ＷＡＶ
Ｅ 87.3

埼玉県 入間市 FMチャッピー
77.7

山梨県 甲府市 エフエム甲府
76.3

埼玉県 入間市 FMチャッピー
77.7

埼玉県 入間市 FMチャッピー
77.7

埼玉県 入間市 FMチャッピー
77.7

埼玉県 深谷市 FMふっかちゃん
88.5

山梨県 北杜市 エフエム八ヶ岳
82.2

千葉県 木更津市 ＢＲＥＥＺＥ　ＲＡ
ＤＩＯ 83.4

埼玉県 深谷市 FMふっかちゃん
88.5

埼玉県 深谷市 FMふっかちゃん
88.5

千葉県 木更津市 ＢＲＥＥＺＥ　ＲＡ
ＤＩＯ 83.4

山梨県 富士河口湖町 エフエム
ふじやま 77.7

千葉県 成田市 Radio NARITA
83.7

千葉県 木更津市 ＢＲＥＥＺＥ　ＲＡ
ＤＩＯ 83.4

千葉県 木更津市 ＢＲＥＥＺＥ　ＲＡ
ＤＩＯ 83.4

千葉県 成田市 Radio NARITA
83.7

新潟県 新潟市秋葉区 ラジオ
チャット 76.1

東京都 立川市 FMたちかわ 84.4
千葉県 成田市 Radio NARITA
83.7

千葉県 成田市 Radio NARITA
83.7

東京都 立川市 FMたちかわ 84.4 新潟県 柏崎市 FMピッカラ 76.3 東京都 調布市 ちょうふFM 83.8 東京都 立川市 FMたちかわ 84.4

東京都 立川市 FMたちかわ 84.4 東京都 調布市 ちょうふFM 83.8
新潟県 十日町市 ほっこりラジオ
78.3

東京都 世田谷区 エフエムせたが
や 83.4

東京都 調布市 ちょうふFM 83.8

東京都 調布市 ちょうふFM 83.8
東京都 世田谷区 エフエムせたが
や 83.4

長野県 諏訪市 エルシーブイFM７
６９ 76.9

東京都 狛江市 コマラジ 85.7 東京都 狛江市 コマラジ 85.7

東京都 世田谷区 エフエムせたが
や 83.4

東京都 狛江市 コマラジ 85.7
長野県 塩尻市 高ボッチ高原FM
89.4

神奈川県 横浜市戸塚区 エフエ
ム戸塚 83.7

神奈川県 横浜市戸塚区 エフエ
ム戸塚 83.7

東京都 狛江市 コマラジ 85.7
神奈川県 横浜市戸塚区 エフエ
ム戸塚 83.7

富山県 高岡市 ラジオたかおか
76.2

山梨県 甲府市 エフエム甲府
76.3

山梨県 甲府市 エフエム甲府
76.3

神奈川県 横浜市戸塚区 エフエ
ム戸塚 83.7

山梨県 甲府市 エフエム甲府
76.3

富山県 砺波市 エフエムとなみ
76.9

山梨県 北杜市 エフエム八ヶ岳
82.2

山梨県 北杜市 エフエム八ヶ岳
82.2

アフタヌーンパラダイス放送局一覧（月～金15:30 - 15:55、水16:00 - 16:25）



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

アフタヌーンパラダイス放送局一覧（月～金15:30 - 15:55、水16:00 - 16:25）

山梨県 甲府市 エフエム甲府
76.3

山梨県 北杜市 エフエム八ヶ岳
82.2

石川県 金沢市 ラジオかなざわ
78

山梨県 富士河口湖町 エフエム
ふじやま 77.7

山梨県 富士河口湖町 エフエム
ふじやま 77.7

山梨県 北杜市 エフエム八ヶ岳
82.2

山梨県 富士河口湖町 エフエム
ふじやま 77.7

石川県 小松市 ラジオこまつ 76.6
山梨県 富士吉田市 エフエムふじ
ごこ 76.8

山梨県 富士吉田市 エフエムふじ
ごこ 76.8

山梨県 富士河口湖町 エフエム
ふじやま 77.7

山梨県 富士吉田市 エフエムふじ
ごこ 76.8

石川県 七尾市 ラジオななお
76.4

新潟県 新潟市秋葉区 ラジオ
チャット 76.1

新潟県 新潟市秋葉区 ラジオ
チャット 76.1

山梨県 富士吉田市 エフエムふじ
ごこ 76.8

新潟県 新潟市秋葉区 ラジオ
チャット 76.1

静岡県 伊東市 FMなぎさステー
ション 76.3

新潟県 柏崎市 FMピッカラ 76.3 新潟県 柏崎市 FMピッカラ 76.3

新潟県 新潟市秋葉区 ラジオ
チャット 76.1

新潟県 柏崎市 FMピッカラ 76.3
愛知県 豊田市 ラジオ　ラブィート
78.6

新潟県 新発田市 ラジオ アガット
76.9

新潟県 南魚沼市 FMゆきぐに
76.2

新潟県 柏崎市 FMピッカラ 76.3
新潟県 新発田市 ラジオ アガット
76.9

愛知県 東海市 メディアスエフエ
ム 83.4

新潟県 南魚沼市 FMゆきぐに
76.2

新潟県 上越市 FMじょうえつ 76.1

新潟県 新発田市 ラジオ アガット
76.9

新潟県 南魚沼市 FMゆきぐに
76.2

愛知県 瀬戸市 RADIO SANQ
84.5

新潟県 上越市 FMじょうえつ 76.1
新潟県 十日町市 ほっこりラジオ
78.3

新潟県 南魚沼市 FMゆきぐに
76.2

新潟県 上越市 FMじょうえつ 76.1 岐阜県 多治見市 FMＰｉＰｉ 76.3
新潟県 十日町市 ほっこりラジオ
78.3

長野県 諏訪市 エルシーブイFM７
６９ 76.9

新潟県 上越市 FMじょうえつ 76.1
新潟県 十日町市 ほっこりラジオ
78.3

三重県 名張市 ads.FM 83.5
長野県 佐久市 エフエム佐久平
76.5

長野県 安曇野市 エフエムあづみ
の 76.1

新潟県 十日町市 ほっこりラジオ
78.3

長野県 佐久市 エフエム佐久平
76.5

滋賀県 草津市 ROCKETS785
78.5

長野県 諏訪市 エルシーブイFM７
６９ 76.9

長野県 塩尻市 高ボッチ高原FM
89.4

長野県 佐久市 エフエム佐久平
76.5

長野県 諏訪市 エルシーブイFM７
６９ 76.9

滋賀県 大津市 FMおおつ 79.1
長野県 安曇野市 エフエムあづみ
の 76.1

富山県 高岡市 ラジオたかおか
76.2

長野県 諏訪市 エルシーブイFM７
６９ 76.9

長野県 安曇野市 エフエムあづみ
の 76.1

奈良県 五條市 ＦＭ五條 78
長野県 塩尻市 高ボッチ高原FM
89.4

富山県 砺波市 エフエムとなみ
76.9

長野県 安曇野市 エフエムあづみ
の 76.1

長野県 塩尻市 高ボッチ高原FM
89.4

兵庫県 丹波市 805たんば 80.5
富山県 高岡市 ラジオたかおか
76.2

石川県 金沢市 ラジオかなざわ
78

長野県 塩尻市 高ボッチ高原FM
89.4

富山県 高岡市 ラジオたかおか
76.2

岡山県 岡山市 レディオ モモ 79
富山県 砺波市 エフエムとなみ
76.9

石川県 小松市 ラジオこまつ 76.6

富山県 高岡市 ラジオたかおか
76.2

富山県 砺波市 エフエムとなみ
76.9

岡山県 笠岡市 エフエムゆめ
ウェーブ 79.2

石川県 金沢市 ラジオかなざわ
78

石川県 七尾市 ラジオななお
76.4

富山県 砺波市 エフエムとなみ
76.9

石川県 金沢市 ラジオかなざわ
78

広島県 福山市 レディオＢＩＮＧＯ
77.7

石川県 小松市 ラジオこまつ 76.6
静岡県 静岡市清水区 マリンパル
76.3

石川県 金沢市 ラジオかなざわ
78

石川県 小松市 ラジオこまつ 76.6
広島県 尾道市 エフエムおのみち
79.4

石川県 七尾市 ラジオななお
76.4

静岡県 三島市 ボイス　キュー
77.7

石川県 小松市 ラジオこまつ 76.6
石川県 七尾市 ラジオななお
76.4

広島県 廿日市市 ＦＭ廿日市
76.1

静岡県 静岡市清水区 マリンパル
76.3

静岡県 伊東市 FMなぎさステー
ション 76.3

石川県 七尾市 ラジオななお
76.4

静岡県 静岡市清水区 マリンパル
76.3

広島県 広島市 ＦＭちゅーピー
76.6

静岡県 三島市 ボイス　キュー
77.7

静岡県 島田市 ｇ－ｓｋｙ76.5
76.5

静岡県 静岡市清水区 マリンパル
76.3

静岡県 三島市 ボイス　キュー
77.7

広島県 三原市 ＦＭみはら 87.4
静岡県 伊東市 FMなぎさステー
ション 76.3

静岡県 伊豆の国市 ＦＭいずのくに
87.7

静岡県 三島市 ボイス　キュー
77.7

静岡県 伊東市 FMなぎさステー
ション 76.3

島根県 出雲市 FMいずも愛ステー
ション 80.1

静岡県 島田市 ｇ－ｓｋｙ76.5
76.5

愛知県 豊田市 ラジオ　ラブィート
78.6

静岡県 伊東市 FMなぎさステー
ション 76.3

静岡県 伊豆の国市 ＦＭいずのくに
87.7

鳥取県 米子市 DARAZ FM(ﾀﾞﾗｽﾞ
ｴﾌｴﾑ) 79.8

静岡県 伊豆の国市 ＦＭいずのくに
87.7

愛知県 津島市 エフエムななみ
77.3

静岡県 島田市 ｇ－ｓｋｙ76.5
76.5

愛知県 豊田市 ラジオ　ラブィート
78.6

山口県 下関市 ＣＯＭＥ ＯＮ ! FM
76.4

愛知県 豊田市 ラジオ　ラブィート
78.6

岐阜県 多治見市 FMＰｉＰｉ 76.3

愛知県 豊田市 ラジオ　ラブィート
78.6

愛知県 瀬戸市 RADIO SANQ
84.5

山口県 周南市 しゅうなんFM
78.4

愛知県 瀬戸市 RADIO SANQ
84.5

三重県 四日市市 CTYFM 76.8

愛知県 瀬戸市 RADIO SANQ
84.5

愛知県 津島市 エフエムななみ
77.3

香川県 坂出市 FM７６１ 76.1
愛知県 津島市 エフエムななみ
77.3

三重県 いなべ市 いなBee(いなべ
エフエム) 86.1

愛知県 津島市 エフエムななみ
77.3

岐阜県 多治見市 FMＰｉＰｉ 76.3 徳島県 徳島市 Ｂ-FM７９１ 79.1 岐阜県 多治見市 FMＰｉＰｉ 76.3
滋賀県 草津市 ROCKETS785
78.5

岐阜県 多治見市 FMＰｉＰｉ 76.3 三重県 四日市市 CTYFM 76.8
愛媛県 今治市 FMラヂオバリバリ
78.9

三重県 四日市市 CTYFM 76.8 滋賀県 大津市 FMおおつ 79.1

三重県 四日市市 CTYFM 76.8
三重県 いなべ市 いなBee(いなべ
エフエム) 86.1

福岡県 大牟田市 FMたんと 79.3
三重県 いなべ市 いなBee(いなべ
エフエム) 86.1

京都府 福知山市 ふくちやまＦＭ
丹波 79

三重県 いなべ市 いなBee(いなべ
エフエム) 86.1

滋賀県 草津市 ROCKETS785
78.5

福岡県 直方市 FMちょっくらじお
86.1

滋賀県 草津市 ROCKETS785
78.5

奈良県 五條市 ＦＭ五條 78

滋賀県 草津市 ROCKETS785
78.5

滋賀県 大津市 FMおおつ 79.1 佐賀県 佐賀市 えびすＦＭ 89.6 滋賀県 大津市 FMおおつ 79.1
兵庫県 豊岡市 FM　ＪＵＮＧＬＥ
76.4

滋賀県 大津市 FMおおつ 79.1
京都府 福知山市 ふくちやまＦＭ
丹波 79

長崎県 諫早市 レインボーFM
77.1

京都府 福知山市 ふくちやまＦＭ
丹波 79

兵庫県 姫路市 FMゲンキ 79.3

京都府 福知山市 ふくちやまＦＭ
丹波 79

奈良県 五條市 ＦＭ五條 78
長崎県 壱岐市 壱岐エフエム
76.5

大阪府 豊中市 FM千里 83.7 岡山県 岡山市 レディオ モモ 79

奈良県 五條市 ＦＭ五條 78 大阪府 豊中市 FM千里 83.7
長崎県 佐世保市 はっぴぃ!FM
87.3

兵庫県 豊岡市 FM　ＪＵＮＧＬＥ
76.4

岡山県 笠岡市 エフエムゆめ
ウェーブ 79.2

大阪府 豊中市 FM千里 83.7
兵庫県 豊岡市 FM　ＪＵＮＧＬＥ
76.4

熊本県 八代市 Ｋａｐｐａ　FM 76.5 兵庫県 姫路市 FMゲンキ 79.3
広島県 福山市 レディオＢＩＮＧＯ
77.7

兵庫県 豊岡市 FM　ＪＵＮＧＬＥ
76.4

兵庫県 姫路市 FMゲンキ 79.3
熊本県 阿蘇郡小国町 エフエム
小国 76.5

岡山県 岡山市 レディオ モモ 79
広島県 尾道市 エフエムおのみち
79.4

兵庫県 姫路市 FMゲンキ 79.3 岡山県 岡山市 レディオ モモ 79 宮崎県 日向市 ＦＭひゅうが 76.7
岡山県 笠岡市 エフエムゆめ
ウェーブ 79.2

広島県 廿日市市 ＦＭ廿日市
76.1

岡山県 岡山市 レディオ モモ 79
岡山県 笠岡市 エフエムゆめ
ウェーブ 79.2

宮崎県 延岡市 ＦＭのべおか 88.6
広島県 福山市 レディオＢＩＮＧＯ
77.7

広島県 広島市 ＦＭちゅーピー
76.6

岡山県 笠岡市 エフエムゆめ
ウェーブ 79.2

広島県 福山市 レディオＢＩＮＧＯ
77.7

鹿児島県 薩摩川内市 ＦＭさつま
せんだい 87.1

広島県 尾道市 エフエムおのみち
79.4

広島県 東広島市 FM東広島
89.7

広島県 福山市 レディオＢＩＮＧＯ
77.7

広島県 尾道市 エフエムおのみち
79.4

沖縄県 石垣市 FMいしがき サン
サンラジオ 76.1

広島県 廿日市市 ＦＭ廿日市
76.1

島根県 出雲市 FMいずも愛ステー
ション 80.1

広島県 尾道市 エフエムおのみち
79.4

広島県 廿日市市 ＦＭ廿日市
76.1

沖縄県 沖縄県宮古島市 エフエ
ムみやこ 76.5

広島県 広島市 ＦＭちゅーピー
76.6

香川県 坂出市 FM７６１ 76.1

広島県 廿日市市 ＦＭ廿日市
76.1

広島県 広島市 ＦＭちゅーピー
76.6

広島県 三原市 ＦＭみはら 87.4
香川県 高松市 Ｍａｎｄｅｇａｎ (FM
８１５) 81.5

広島県 広島市 ＦＭちゅーピー
76.6

広島県 三原市 ＦＭみはら 87.4
広島県 東広島市 FM東広島
89.7

愛媛県 今治市 FMラヂオバリバリ
78.9
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広島県 三原市 ＦＭみはら 87.4
広島県 東広島市 FM東広島
89.7

島根県 出雲市 FMいずも愛ステー
ション 80.1

愛媛県 宇和島市 FMがいや 76.9

島根県 出雲市 FMいずも愛ステー
ション 80.1

島根県 出雲市 FMいずも愛ステー
ション 80.1

鳥取県 米子市 DARAZ FM(ﾀﾞﾗｽﾞ
ｴﾌｴﾑ) 79.8

福岡県 築上郡筑上町 スターコー
ンFM 76.7

鳥取県 米子市 DARAZ FM(ﾀﾞﾗｽﾞ
ｴﾌｴﾑ) 79.8

鳥取県 米子市 DARAZ FM(ﾀﾞﾗｽﾞ
ｴﾌｴﾑ) 79.8

山口県 下関市 ＣＯＭＥ ＯＮ ! FM
76.4

福岡県 直方市 FMちょっくらじお
86.1

山口県 下関市 ＣＯＭＥ ＯＮ ! FM
76.4

山口県 下関市 ＣＯＭＥ ＯＮ ! FM
76.4

山口県 周南市 しゅうなんFM
78.4

佐賀県 佐賀市 えびすＦＭ 89.6

山口県 山陽小野田市 FMスマイ
ルウェ～ブ 89.7

山口県 周南市 しゅうなんFM
78.4

香川県 坂出市 FM７６１ 76.1
長崎県 諫早市 レインボーFM
77.1

香川県 坂出市 FM７６１ 76.1 香川県 坂出市 FM７６１ 76.1
香川県 高松市 Ｍａｎｄｅｇａｎ (FM
８１５) 81.5

長崎県 壱岐市 壱岐エフエム
76.5

香川県 高松市 Ｍａｎｄｅｇａｎ (FM
８１５) 81.5

香川県 高松市 Ｍａｎｄｅｇａｎ (FM
８１５) 81.5

愛媛県 今治市 FMラヂオバリバリ
78.9

長崎県 佐世保市 はっぴぃ!FM
87.3

愛媛県 今治市 FMラヂオバリバリ
78.9

愛媛県 今治市 FMラヂオバリバリ
78.9

愛媛県 宇和島市 FMがいや 76.9
長崎県 南島原市 FMひまわり
87.6

愛媛県 宇和島市 FMがいや 76.9 愛媛県 宇和島市 FMがいや 76.9
福岡県 築上郡筑上町 スターコー
ンFM 76.7

熊本県 阿蘇郡小国町 エフエム
小国 76.5

福岡県 築上郡筑上町 スターコー
ンFM 76.7

福岡県 築上郡筑上町 スターコー
ンFM 76.7

福岡県 大牟田市 FMたんと 79.3
宮崎県 宮崎市 サンシャインFM
76.1

福岡県 大牟田市 FMたんと 79.3 福岡県 大牟田市 FMたんと 79.3
福岡県 直方市 FMちょっくらじお
86.1

宮崎県 日向市 ＦＭひゅうが 76.7

福岡県 直方市 FMちょっくらじお
86.1

福岡県 直方市 FMちょっくらじお
86.1

佐賀県 佐賀市 えびすＦＭ 89.6 宮崎県 延岡市 ＦＭのべおか 88.6

佐賀県 佐賀市 えびすＦＭ 89.6 佐賀県 佐賀市 えびすＦＭ 89.6
長崎県 諫早市 レインボーFM
77.1

沖縄県 沖縄県宮古島市 エフエ
ムみやこ 76.5

長崎県 諫早市 レインボーFM
77.1

長崎県 諫早市 レインボーFM
77.1

長崎県 壱岐市 壱岐エフエム
76.5

長崎県 壱岐市 壱岐エフエム
76.5

長崎県 壱岐市 壱岐エフエム
76.5

長崎県 佐世保市 はっぴぃ!FM
87.3

長崎県 佐世保市 はっぴぃ!FM
87.3

長崎県 佐世保市 はっぴぃ!FM
87.3

長崎県 南島原市 FMひまわり
87.6

長崎県 南島原市 FMひまわり
87.6

長崎県 南島原市 FMひまわり
87.6

熊本県 阿蘇郡小国町 エフエム
小国 76.5

熊本県 八代市 Ｋａｐｐａ　FM 76.5 熊本県 八代市 Ｋａｐｐａ　FM 76.5
宮崎県 宮崎市 サンシャインFM
76.1

熊本県 阿蘇郡小国町 エフエム
小国 76.5

熊本県 阿蘇郡小国町 エフエム
小国 76.5

宮崎県 日向市 ＦＭひゅうが 76.7

宮崎県 宮崎市 サンシャインFM
76.1

宮崎県 宮崎市 サンシャインFM
76.1

宮崎県 延岡市 ＦＭのべおか 88.6

宮崎県 日向市 ＦＭひゅうが 76.7 宮崎県 日向市 ＦＭひゅうが 76.7
沖縄県 沖縄県宮古島市 エフエ
ムみやこ 76.5

宮崎県 延岡市 ＦＭのべおか 88.6 宮崎県 延岡市 ＦＭのべおか 88.6

鹿児島県 薩摩川内市 ＦＭさつま
せんだい 87.1

沖縄県 沖縄県宮古島市 エフエ
ムみやこ 76.5

沖縄県 沖縄県宮古島市 エフエ
ムみやこ 76.5


