
●西舞鶴駅

宮津市

綾部市

高浜町
●東舞鶴駅

送信所（五老ヶ岳）

FMまいづる放送エリアマップ

■ 放送局概要
● コミュニティ放送免許人：一般財団法人 有本積善社（理事長  有本 圭志）
● 識別信号：JOZZ7BN-FMまいづるエフエムほうそう　● FM放送地域：舞鶴市の一部（可聴人口：約8万人）　● 送信所：五老ヶ岳
● 放送時間：24時間 365日　● 放送スタジオ：舞鶴市西市民プラザ　● 番組制作会社：株式会社パブリックメディア京都

〒624-0854 京都府舞鶴市円満寺 158-6 西市民プラザ2F「FMまいづる」

0773-77-0120TEL
0773-77-0124FAX
info@775maizuru.jpE-mail
fm@775maizuru.jpメッセージ

https://775maizuru.jp
HPアドレス

■ 放送広告のご依頼／メッセージ送信■ ホームページ ■ 放送料金

FMまいづる 77.5MHz Marine Station Kyoto

FMまいづるのポッドキャストは、　 　iPhoneの標準アプリiTunes Podcast　　 でお聴きいただけます

雲海
シーズン
到来！

「ななこ」
MHz

マリンステーション京都から
舞鶴・京都北部・北近畿の情報を世界に発信！

舞鶴発のコミュニティFM局です。
FMまいづる Marine Station Kyotoは

FMラジオで聴く

スマートフォン・PCで聴く

※ ビル、マンション内、一部の地域では受信感度が悪い場合があります。聴こえにくい、雑音が入る場合はお気軽にお問い合わせください。

※FMまいづるホームページからお聴きいただけます。

番組へのメッセージ募集中！
https://twitter.com/775maizuru/

ツイッター▶
https://www.facebook.com/fmmaizuru/

フェイスブック▶

株式会社 ウエハラ

家を売るなら、買うなら

キャンバス
CANVAS㍿

企画・デザインから総合印刷まで/ホームページ制作

ＦＭまいづる応援サポーター募集中！

舞鶴の地域活性化を目指す番組スポンサー募集中！

総　合　葬　祭
せい しゃさん

有限
会社

引越し、総合物流業

舞鶴支店 北浜町１３-１　0773-62-2550

不動産のことなら

IMAYASU HOUSING

◆放送時間：校歌の放送予定は番組WEBページで  
ご覧いただけます。
◆企画：FMまいづる
◆校歌収録：校歌の収録にFMまいづるが学校に  
伺います。廃校の 学校の卒業生の皆さんも  
お気軽にFMまいづる迄お問合せください。

◆提供：YASAI

「舞鶴小中学校校歌の時間」「10代のトビラ」

◆放送時間：月～金曜日11:52-11:55他
◆企画：FMまいづる
◆提供：佐々木薬局

「まいづる元気インフォメーション！」

番組情報WEBページ

● 医療福祉施設団体や市民サークルなどの活動
● 医療や福祉などの専門家へのインタビュー

情報募集中！（FMまいづるWEBページから投稿してください。）

居酒屋さんぱち東舞鶴店
居酒屋さんぱち西舞鶴店

廃校となった学校を含め、舞鶴市の小・中学校の校歌を放送

上杉教育機器㈱

◆放送時間： 毎週金曜日 20：15-20：30／
 毎週土曜日 12：36-12：51、20：15-20：30(再)
◆企画：FMまいづる／現役高校生有志
◆パーソナリティ:ぺタイム
◆レギュラーメンバー：セツナ、モトヒロ、タマキ

NHKでも紹介されました！
マイノリティーを意識しつつ社会に生きている高校生達が
自らの言葉で、今感じていること、未来の自分や
社会について自由な発想で発信する番組です。

Podcast
配信中！

Podcast
配信中！

Podcast
配信中！

◆放送時間：毎月第４金曜日 9:06-9:21
◆提供：賀川自動車工業／ガッツ／田中工務店

◆放送時間：毎週水曜日 9:06-9:21
◆提供：キリングループ／田邊家中之会

◆放送時間：毎週水曜日 18:30-19:00
◆提供：弥栄電設工業／京綾貨物輸送／福邦銀行

◆パーソナリティ：井上幸葉◆パーソナリティ：長野珠子
◆歴史ナビゲーター：門中雄一郎
◆パーソナリティ：貴志麻以子

田邊家中之会

GORO SKY CAFEnanakoProduced by FM まいづる 77.5MHz
https://youtu.be/KSMtPlNaoMM

五老ヶ岳ライブカメラ

KYOTO Maizuru Gorogatake Park

近畿100景第1位選出の絶景を
24時間365日動画配信中！

ちょっとできる人が集まる
「ハッピネス★ラジオ」

コスモ観光

NHK大河ドラマ連動番組

『明倫館歴史ラジオ「細川幽斎編」』
「ラジオ散歩★
舞鶴ウォーカー」

◆スカイタワー TEL： 0773-66-2582  ◆カフェ nanako TEL： 0773-63-0414

番組を聴く

Podcast

番組を聴く

Podcast

番組を聴く

Podcast

Podcast

番組を聴く

株式会社

大滝工務店

放送局紹介サポーター 
お申込みはこちら▶▶

FMまいづる
応援サポーター 舞鶴市では、一般のFMラジオで

FM77.5MHzに合わせてください。

775maizuru.jp ▶▶▶
東京六本木ヒルズ
から生放送!!

https://775maizuru.jp/contact
コンタクトフォーム▶

舞鶴の地域情報、交通情報、天気予報から世界のニュース、新型コロナウイルス最新情報まで、24時間放送中！

202010/11/12月

令和 2年

秋・冬号

株式会社

リサイクル・リビルトパーツ販売
全国ネットで結ぶN.G.Pグループ

金 子 商 会

R

地球温暖化対策のために、今できる「賢い選択」。
FMまいづるは「COOL CHOICE」運動に
賛同し協力・推進してまいります。

presented by FMまいづる

「コミュニティラジオ
アライアンス京都」

「海の京都」舞鶴・五老ヶ岳公園で
地域共通クーポンを使おう！

京都市（中京区・下京区） 京都市（北区・上京区）

舞鶴市
募集中！

らぽーるで
公開生放送！
毎週火曜日／土曜or日曜日

五老スカイタワーで
体温チェック、
手指消毒実施中！
安心してご利用
いただけます！

コミュニティラジオ
アライアンス京都

京都発のラジオ局
3局のネットワーク

GORO SKY CAFE

nanakoへ！

ASAKO あみっぺ 岩崎聡子 かなぱん井上幸葉 奥野あかり 貴志麻以子

NAOYA 長野珠子友成竜治SENO 立松季久江高橋圭太 竹内ひさみ 永野由佳 藤本花穂栞

キャッチー船戸 ペタイム 宮本 ムッシュ古田 ムジカ・マキーナ 山口いずみ 吉田美和 渡邉直樹よっしーまさや

DJ/MC
FMまいづる

坂根道子

さくま

榊原粧子（しょこたん）

カフェnanakoで、京都Go To Eatも！



SAT土 SUN日MON月 WED水 THU木 FRI金TUE火

202010  11  12月 週間番組表

RADIO MIX KYOTO FM87.0との
共同企画により、京都市でも同時放送再放送再FMまいづるホームページで

Podcast 配信中
RADIO MIX KYOTO FM87.0との共同企画により、
京都市北区 RADIO MIX KYOTO から生放送

※放送番組のタイムスケジュールは
　予告なく変更される場合があります。

FM79.7 京都三条ラジオカフェ
制作番組
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9:30 舞鶴小中学校校歌の時間（5分）

舞鶴小中学校校歌の時間（5分）

11:30 舞鶴小中学校校歌の時間（5分）

11:36 舞鶴元気インフォメーション

11:30 舞鶴小中学校校歌の時間（5分）

11:36 舞鶴元気インフォメーション

「音楽とりわけ皿」

2mm

※第3日曜日（22:00～22:54）
　「HEART TO HEART」

【提供】らぽーる／コスモ観光

ショッピングセンターらぽーるから公開生放送！

20:54… PT Information　20:58…SONAR TRAX

▶パブリックラインまいづる（舞鶴市）◀▶パブリックラインまいづる（舞鶴市）◀▶まいづる防災情報ボックス◀ ▶まいづる防災情報ボックス◀

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

（童謡、唱歌、歌謡曲）Maizuru Sky Music

Maizuru Sky Music

9：06 NHK大河ドラマ連動番組
『明倫館歴史ラジオ「細川幽斎編」』

6：08…【NEWS】共同通信ニュース
7：10…【NEWS】共同通信ニュース

「～JK RADIO～
  TOKYO UNITED」

◆DJ：別所哲也

◆DJ：クリス智子

◆DJ：ジョンカビラ「J-WAVE TOKYO MORNING RADIO」
7：30…【NEWS】共同通信ニュース

「GOOD NEIGHBORS」

「JAM THE WORLD」

ニュース、
今日のお天気、
舞鶴の地域情報を
音楽と共に

朝の情報番組 舞鶴版

「まいづるモーニングブリーズ」

舞鶴発！京都情報番組、海の情報も満載！

朝の情報番組 京都版

「Bayside Morning Kyoto」

▶まいづる元気インフォメーション◀▶まいづる元気インフォメーション◀

▶まいづる元気インフォメーション◀

▶まいづる元気インフォメーション◀

▶パブリックラインまいづる（舞鶴市）◀ ▶パブリックラインまいづる（舞鶴市）◀

▶パブリックラインまいづる（舞鶴市）◀

▶パブリックラインまいづる（舞鶴市）◀▶まいづる防災情報ボックス◀▶パブリックラインまいづる（舞鶴市）◀

15:55 インフォメーション

▶まいづる防災情報ボックス◀

▶パブリックラインまいづる（舞鶴市）◀

▶まいづる防災情報ボックス◀

（月）長野珠子 （水）藤本花穂栞（火）SENO （金）竹内ひさみ

◆藤本花穂栞

◆長野珠子

（月）
長野珠子

「舞鶴小学校校歌の時間」（5分）・・・舞鶴の小学校30校（閉校含む）の校歌を毎日1校ずつご紹介します。

「小学校校歌の時間」 presented by 株式会社YASAI（5分）
 月：岡田小、火：岡田上小、水：岡田中小

「小学校校歌の時間」
 presented by 株式会社YASAI
（5分、岡田下小）

「イブニングまいづる530」

9：06  京都舞鶴お仕事ナビ（10分） 9：06
京都舞鶴お仕事ナビ
（10分）

京都舞鶴お仕事ナビ（10分）

9:06 ラジオ散歩★舞鶴ウォーカー
（毎月第４金曜日／15分）

インフォメーション

インフォメーション

インフォメーション

インフォメーション

【NEWS】 読売新聞ニュース

【NEWS】 読売新聞ニュース

【NEWS】 共同通信ニュース

京都府北部地域の情報を
全国に発信

夕方の情報番組 京都北部版

「Premium Kyoto」

「Premium Kyoto」

（金）
宮本

（木）
奥野あかり

（水）
山口いずみ/藤本花穂栞

（月）
貴志麻以子

（火）
かなぱん

◆貴志麻以子

【天気】気象情報「KYOTO RIVERSIDE WALK」
～賀茂川を散歩しながら聴く音楽と京都情報～

お昼の情報番組 舞鶴版

お昼のニュースと舞鶴の
トレンド情報を発信！

「晴れのち775（ななななご）」

午後のトーク番組 舞鶴版

夕方の情報番組 舞鶴版

舞鶴の地域の話題をじっくりトーク
「ななこちゃったラジオ」

「ななこちゃったラジオ」

（月）
岩崎聡子

（木）
ムジカ・マキーナ

（金）
宮本

（水）
まさや

（火）榊原粧子
（しょこたん）

FRIDAY（金曜日）

THURSDAY（木曜日）

14:00 まるまる京都！京ごよみ！（30分）
インフォメーション

（洋楽／マリン系）Maizuru Sky Music

Maizuru Sky Music（洋楽／マリン系）

13:30 「海自まい日記」 ◆奥野あかり

14:30 ラジオ散歩★舞鶴ウォーカー（毎月第４金曜日／15分）

18:30
ちょっと
できる人が集まる
「ハッピネス★ラジオ」
（30分）

再

再

再

再

再

再

再

再

13：00 「舞鶴赤れんがラジオ」（30分）◆高橋圭太

FRIDAY（金曜日）

19：30 「海自まい日記」（15分）

19：00 「舞鶴赤れんがラジオ」（30分）

（火）よっしー （水）友成 竜治（月）キャッチー船戸 （木／金）ムッシュ古田

 ◆井上幸葉

（木／金）
坂根道子

◆DJ： グローバー、
 （月)津田大介、（火）青木理、
 （水)安田菜津紀、（木)堀潤

※不定期放送

19：05…【NEWS】共同通信ニュース
19：20…MONEY AND MARKET
19：30…CASE FILE
19：45…LOHAS TALK 小黒一三
20：00…【NEWS】共同通信ニュース
20：15…UP CLOSE
20：48…HEART TO HEART ～WE ARE ONE～

19：52 「まいづる防災情報ボックス」

20：30  NHK大河ドラマ連動番組『明倫館歴史ラジオ「細川幽斎編」』（15分）

20：45

20：15  「10代のトビラ」（15分）

20：00 田中啓介の
 「寝ても眠れない日本人へ」（15分）

20：15  「10代のトビラ」（15分）

18：30
NHK大河ドラマ連動番組
『明倫館歴史ラジオ
「細川幽斎編」』（15分）

9：36  NHK大河ドラマ連動番組
『明倫館歴史ラジオ「細川幽斎編」』（15分）

24：00-24：30…MUSIX ASIA/金沢雅美
24:30-25:00…WOW MUSIC（月替わり)
25:00-25:30…TOKYO NIGHT PARK（水野良樹）
25：30-26：00…MUSIC HUB（小袋成彬）

2:00-2:30…ORIENTAL MUSIC SHOW（サラーム海上）
2:30-3:00…CREADIO (佐藤オオキ/クリス智子）
3:00-5:00…TOKYO M.A.A.D SPIN
5:00…ZAPPA（満渕俊介）
5:20、5:40…【NEWS】 共同通信ニュース

3:00-5:00…TOKYO M.A.A.D SPIN
5:00…ZAPPA（平井麗奈）
5:20…【NEWS】 共同通信ニュース
5:40…【NEWS】 共同通信ニュース

京都産業大学（第2・3 月）、れもんE-Lemon（火）、※立命館大学（水）、大谷大学（木）、佛教大学（第2・4 金）

「SPARK」

「 THE KINGS PLACE」

 ◆DJ： （月）山本彩、（火）ポルカドットスティングレイ、
 （水）Suchmos、（木）今市隆二（3代目J Soul Brothers）

 ◆DJ： （月）FOMARE、（火）マカロニえんぴつ、
 （水）KUZIRA、（木）ユアネス

24:00  江口まさるの
kyon×２ 京都
（15分／毎月第２金曜）

6：15 ちょっとできる人が集まる
 「ハッピネス★ラジオ」（30分）

田中啓介の
「寝ても眠れない日本人へ」（15分）

「SPLASH MIX KYOTO」
Alan’s Music Special

「SPLASH MIX KYOTO」
Alan’s Music Special 

全国のコミュニティFM放送局の番組（札幌市／エフエムしろいし）
「チェンバリスト明楽みゆきの浪漫紀行」（60分）

「拝啓 おじいちゃんおばあちゃん」
（６分）

「舞鶴赤れんがラジオ」
「海自まい日記」

再

再

再

「舞鶴赤れんがラジオ」（30分）再 「吹ペディア」（30分）
12:15-12:45
「吹ペディア」
吹奏楽ファンにおくる
管楽器あれこれ

吹奏楽
ファンにおくる
管楽器あれこれ

TUESDAY（火曜日）
COOL 
CHOICE 
775 SP
(第3週)

再

再

再

再

再

再

（15分）

まるまる京都！
京ごよみ！（30分）

再

再

再

再

まるまる京都！京ごよみ！（30分）

9:06 「龍大ラジオタックル」（30分）
9:06 京都サンガF.C.応援番組『これスポ』

▶パブリックラインまいづる（舞鶴市）◀

海の京都
「吹奏楽フェスタ」

GORO SKY TOWER presents

▶パブリックラインまいづる（舞鶴市）◀

「TOKIO HOT 100」
インフォメーション

ショッピングセンターらぽーるから公開生放送！！

「ななこウィークエンドプラス」

※第３日曜日のみ日曜日に移動
【提供】らぽーる／コスモ観光

「音楽とりわけ皿」

「SHIBUYA DESIGN」

◆奥野あかり

◆DJ : クリス・ペプラー
14：58…【NEWS】共同通信ニュース

「ななこウィークエンドプラス」

17：55…【NEWS】共同通信ニュース　17:58… SONAR TRAX

◆DJ : グローバー

◆DJ : 豊田エリー、坂口真生

「MITSUBISHI JISHO
  MARUNOUCHI MUSICOLOGY」

「ETHICAL WAVE」

◆DJ : ピストン西沢／松嶋初音

「BRIDGESTONE
  DRIVE  TO THE FUTURE」

◆DJ : 滝川クリステル

「NIPPON EXPRESS SAUDE!
  SAUDADE...」

◆DJ : 吉岡里帆
「UR LIFESTYLE COLLAGE」

◆DJ : 葉加瀬太郎
「ANA WORLD AIR CURRENT」

15:32 【NEWS】共同通信ニュース

◆DJ : 野村訓市

◆DJ : スガシカオ

「antenna TRAVELING
  WITHOUT MOVING」

「TIME AND TIDE」 「THE EXPERIENCE」

田中啓介の「寝ても眠れない日本人へ」(15分）

「吹ペディア」（30分）
◆ムジカ・マキーナ

◆DJ : 千原徹也／武藤千春

「POP OF THE WORLD」
◆DJ : ハリー杉山

◆DJ : 村治佳織

◆DJ : 市川紗椰

「RINREI CLASSY LIVING」

今、東京で最もヒットしている曲
や、リリース前の未来のヒット
曲、全部で100曲を毎週4時間
に渡ってカウントダウンしてい
ます。

16:54…インフォメーション

17:54… PT Information　17:58 …SONAR TRAX

18:58…SONAR TRAX18:54… PT Information　18:58 …SONAR TRAX

19:58…SONAR TRAX19：55…【NEWS】共同通信ニュース　19:58…SONAR TRAX

21：55…【NEWS】共同通信ニュース　21:58…SONAR TRAX 21：55…【NEWS】共同通信ニュース　21:58…SONAR TRAX

「VOICES FROM
  NIHONMONO」

「J-WAVE SELECTION」

◆DJ : 中田英寿／レイチェル・チャン

24:00-25:00 「GROWING REED」
◆DJ : 岡田准一
24:00-26:00（奇数月の1週目） 
特番「RADIO SAKAMOTO」
25:00-26:00 「DIALOGUE RADIO
～in the Dark～」（毎月第２日曜日）
25:00-29:00 「J-WAVE MUSIC SELECTION 」

23:00-24:00 
「ROPPONGI PASSION PIT」
◆DJ : DEAN FUJIOKA ／三原勇希

24:00-27:00
「SATURDAY NIGHT VIBES」
◆DJ : DJ TARO

「INNOVATION WORLD ERA」
22：55…【NEWS】SPORTS HEADLINES 22：55…【NEWS】SPORTS HEADLINES　22:58…SONAR TRAX

23:58…SONAR TRAX

20:58…SONAR TRAX

火曜日は、
ショッピングセンター
らぽーるから
公開生放送！！

（月）
坂根道子

（木／金）
永野由佳

（火）
ムジカ・マキーナ 

（水）
渡邉直樹

（火／水）
立松季久江

J-WAVE開局当時から
放送されている人気番組

11:40 京都舞鶴お仕事ナビ（10分）

13:15

11:40 京都舞鶴お仕事ナビ（10分）

18：30 京都舞鶴お仕事ナビ（10分） 18：30 京都舞鶴
お仕事ナビ（10分）

Maizuru Sky Music
Maizuru Sky Music

7:00 【NEWS】 共同通信ニュース

6：52 【NEWS】 共同通信ニュース

◆ペタイム

ラジオCM・提供／協賛企業  （順不同）

FMまいづる 番組 PiCK Up！！

音楽番組 京都市（2局）放送番組

舞鶴赤れんがラジオ
（京都三条ラジオカフェ／RADIO MIX KYOTO）

◆放送時間：毎週金曜日13:00-13:30
◆提供：京都交通、GORO SKY TOWER

音楽とりわけ皿
◆放送時間：毎週土曜日 13:00-13:50
◆提供：Music Bar HAMO

海の京都「 吹奏楽フェスタ」
◆放送時間：毎週日曜日 12:00-12:50
◆提供：GORO SKY TOWER

田中啓介の
「寝ても眠れない日本人へ」
◆放送時間：毎週金曜日 20:00-20:15
◆提供：株式会社パシフィックウエーブ

海自まい日記
◆放送時間：毎月最終金曜日 13:30-13:45
◆提供：海上自衛隊舞鶴地方総監部

海上自衛隊
舞鶴地方総監部

※広告料金は全て税抜金額です。 
※広告料金（月額）は３ヶ月（１クール）契約の料金です。
　３カ月未満のご利用の場合は、別途お問い合わせください。

FMまいづる 営業案内FMまいづる 放送協賛企業

【時間】月～金曜日　9時台、17時台、18時台
【利用料金】5分ｘ20回  50,000円～
（※5分情報番組1本制作費含む）
⇒番組をネット配信でお聴きいただけます。

「京都舞鶴お仕事ナビ」
耳で聴く舞鶴の求人情報ラジオ番組

生ワイド（帯）番組

週５回…¥25,000 ／月

週４回…¥20,000 ／月

週３回…¥15,000 ／月

週２回…¥10,000 ／月

週１回…¥5,000 ／月

コーナー提供料金
　・ニュース
　・道路交通情報
　・気象情報
　・おめでた／お悔やみ

提供クレジット：「この時間は、●●の㈱●●の提供でお送りしました。」

情報コーナー提供

番組提供料金：舞鶴ローカル枠

番組提供料金：京都市同時放送枠

週１枠…¥10,000／月

生読みCM

告知出演（パブリシティー）

番組内生中継（電話中継）

1回 1分…¥4,500

1回 5分…¥10,000

1回 5分…¥15,000

生ワイド（帯）番組　提供／パブCM料金

週７回…¥50,000 ／月

週５回…¥36,000 ／月

週４回…¥32,000 ／月

週３回… ¥24,000 ／月

週２回…¥18,000 ／月

週１回…¥10,000 ／月

30秒スポットCM
＋時報料金
　タイムクロック
　「㈱●●が●●時を
　　お知らせします。」

40秒CM制作費…30,000円／１本

時報スポットCM（40秒）

定時スポットCM（30秒）
週７回…¥40,000 ／月

週５回…¥30,000 ／月

週４回…¥26,000 ／月

週３回… ¥20,000 ／月

週２回…¥15,000 ／月

週１回…¥8,000 ／月

毎週指定時間
30秒スポットCM料金

30秒CM制作費…25,000円／１本

株式会社

大滝工務店
あやべ温泉

SAT土 SUN日MON月 WED水 THU木 FRI金TUE火

SAT土 SUN日MON月 WED水 THU木 FRI金TUE火

まいづる
モーニング
ブリーズ
7:33-8:50

Bayside
Morning
Kyoto
10:00-10:50

晴れのち
775
12:00-12:50

ななこ
ちゃった
ラジオ
15:00-15:50

Premium
Kyoto
16:00-16:50

イブニング
まいづる530
17:30-18:30

ライフ・ステージ
舞夢

まいぷれ
舞鶴・綾部・福知山あやべ温泉藤善

Hotel & Resorts
KYOTO-MIYAZU

滝口工務店

滝口工務店

コスモ観光

舞鶴電脳工作室

大滝工務店ドコモショップ
東舞鶴店・西舞鶴店マイベイ

マイベイ 藤善 マイベイ

舞鶴市藤善舞鶴ふるる
ファームらぽーる

YASAI コスモ観光

らぽーる

（月～金）GORO SKY TOWER & GORO SKY CAFE nanako

（月～金）GORO SKY TOWER & GORO SKY CAFE nanako

弥栄電設工業 ふとんの西村

トリアス
ハウジング

弥栄電設工業

共同通信 05:20（J-WAVE）
共同通信 05:40（J-WAVE）共同通信 06:08（J-WAVE）

共同通信 07:10（J-WAVE）（月～木）07:30（J-WAVE）

（月～金）19:05（J-WAVE）

（月～金）20:00（J-WAVE）
（月～金）22:56（J-WAVE）

共同通信

共同通信

読売新聞 07:40

読売新聞 08:09
読売新聞 10:52
読売新聞 12:10

読売新聞 16:52
【時　報】 17:00

京都新聞 17:40
読売新聞 17:32

読売新聞 18:00

京都新聞 15:02

In The Room舞鶴店ハウスドゥ! 舞鶴店In The Room舞鶴店ハウスドゥ! 舞鶴店京都北都信用金庫【時　報】 08:00

共同通信 19:55（J-WAVE）

22:55 J-WAVE SPORTS HEADLINES

共同通信 21:55（J-WAVE）
共同通信 21:55（J-WAVE）

弥栄電設工業
弥栄電設工業

江守石油 江守石油

月～金 土 or 日
07:33
07:55
08:15
08:30
08:45
12:05
17:30
18:00
18:20

14:30（土曜日）
※日曜日13：30に
　不定期移動

J
A
R
T
I
C
道
路
交
通
情
報

江守石油 江守石油 江守石油

共同通信 17:55（J-WAVE）

共同通信 15:32（J-WAVE）
共同通信 14:58（J-WAVE）

=ラジオミックス京都（京都市）同時放送番組 =らぽーるサテライトスタジオ公開（生）放送枠

番組名

月～金
07:53 ③おめでた・お悔み
15:04 ④おめでた
17:35 ①おめでた
17:45 ②お悔み

お
め
で
た・お
悔
み

月～金
17:55 献血情報献

血
情
報

金月～金
07:35
08:02 
10:20※
11:40
12:42
18:20（明日の暦）

※京都市同時放送

気
象
情
報

ななこ
ウィークエンドプラス
（土曜日14:00もしくは

日曜日13:00）

広告料金料金の
詳細はこちら

舞鶴小中学校校歌の時間（5分）

「拝啓 おじいちゃんおばあちゃん」
（６分）

「龍大ラジオタックル」（30分）
（第4土曜日 16：00-16：30）

12：36  「10代のトビラ」（15分） 再

共同通信 07:00（J-WAVE） 共同通信 06:52（J-WAVE）

週１枠…¥16,000／月

特別企画番組 Podcast 配信中！

地域を超えて「市民、コミュニティ、関心」を繋ぐための、ゆるやかな連携のカタチ、プラットフォームです。
「人と人・まちとまち・思いと思い」が、未来社会に広がっていくことを目指します。
2017年3月31日、京都三条ラジオカフェ、FMまいづる、RADIO MIX KYOTOの3局が京都文化博物館にて連携協定を調印し発足しました。

コミュニティラジオアライアンス京都

～夕方のニュースと地域情報～

8時台
12時台
15時台
18時台休

日
診
療
情
報

FMまいづる 77.5MHz お問い合わせ：0773-77-0120（舞鶴市西市民プラザ2F）

（15分）
※毎月最終金曜日

※毎月最終金曜日
　に続く土曜日

※毎月最終金曜日

（15分）9:16 COOL CHOICE 775（5分）

COOL CHOICE 775（5分）

17:10 COOL CHOICE 775（5分）

9:21 COOL CHOICE 775 SP（15分）

再17:10 COOL CHOICE 775 SP（15分）

COOL CHOICE 775 SP（15分）

COOL CHOICE 775 SP（15分）

COOL CHOICE 775 SP（第3週）

9:16 COOL CHOICE 775 （5分）

◆定時ニュース／時報

◆地域の情報コーナー ※放送時間は前後する場合があります。

YASAI

舞鶴かまぼこ
協同組合

家を売るなら、買うなら

田邊家中之会

R

「TOKYO M.A.A.D SPIN」「J-WAVE MUSIC SELECTION」

（木）さくま

9:22  「お店応援ラジオ」
～ニューノーマル・ニューライフ～

 ◆DJ： （月）MIDNIGHT CHIME/たなかみさき、（火）VISIONTO THEFUTURE/中道大輔
 （水）JUMP OVER/松居大悟、（木）TAKRAM RADIO/渡邉康太郎

※第4土曜日
　再放送

※毎月第3木曜日に続く日曜日

※第3日曜日のみ

13:00-13:15
「部活応援！青春ラジオ ON AIR」

※第３週のみ13:56～

 13：00～13：55 


