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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
● 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）
● 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

西市民プラザ2F●
（FMまいづるスタジオ）     

https://twitter.com/775maizuru/

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

フェイスブック▶
https://www.instagram.com/fmmaizuru/

インスタグラム▶

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！

新番組企画・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：株式会社 YASAI

「舞鶴小中学校校歌の時間」

◆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㈱

◆パーソナリティ：井上幸葉
◆放送時間： 毎週水曜日
  18：30-18：50
◆提供： 弥栄電設工業／
 京綾貨物輸送

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」
ファイン.住宅 presents

「トンかつ社長の快適空間ラジオ」

コスモ観光

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

◆パーソナリティ：長野珠子
◆放送時間：毎月第４金曜日 9：06-9：21
◆提供：賀川自動車工業／
江守石油／ガッツ

「ラジオ散歩★
　　舞鶴ウォーカー」

「YASAI presents 
みらい乃野菜ラジオ」

「LA CLASSIC RADIO
（ラ クラシック レイディオ）」

番組を聴く

Podcast

番組を聴く

Podcast

番組を聴く

Podcast

番組を聴く

Podcast

番組を聴く

Podcast

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

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

スマートフォン・PCで聴く

FM まいづるは、サイマルラジオ・ポッドキャストで、
いつでもどこでもお聴き頂けます。※ J-WAVE放送時間帯は、サイマル

　 ラジオ放送を行っていません

※ 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。

775maizuru.jp ▶▶▶
東京六本木ヒルズから生放送!!

募集中！

井上幸葉 奥野あかり かなぱん 貴志麻以子 榊原粧子（しょこたん） 坂根道子 さくま SENO Keita 竹内ひさみ 立松季久江

友成竜治 長野珠子 永野由佳 藤本花穂栞 キャッチー船戸 まさや 宮本 ムッシュ古田 ムジカ・マキーナ 山口いずみ 吉田美和 よっしー 渡邉直樹

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！

https://www.youtube.com/channel/UCaxULcFlMXOE8M3O3HPqTHQ

YouTube▶

近畿100景第1位の絶景カフェ！

◆出演： トンかつ社長こと ファイン.住宅株式会社
 代表取締役 久保勝義さん
◆放送時間： 毎月第２月曜日18:30-18:50
  （再放送火曜日9:20-9:40）
◆提供： ファイン.住宅株式会社

NEW!!

快適な空気と生活空間の提供による地域の活
性化を目指す ファイン. 住宅が住宅・空気・食
に関する様々な情報を舞鶴発で発信します。

温故知新で舞鶴の魅力を再発見、
その魅力を発信しています。

あなたの会社、組織、仕事、
ライフスタイルをもっとハッピーに！

舞鶴出身フリースタイルフットボール世界一コ
ンビ「LA CLASSIC」があなたと世界を繋ぎます！

最新の野菜工場の生産技術や「みらい乃野
菜」シリーズの最新情報について、

◆出演者： LA CLASSIC
 （フリースタイルフットボール）
 YOSSHI. (よっしー)、YU-J (ユージ)
◆放送時間： 毎週金曜日20：30-20：50／
  （再）土曜日20：15-20：35

◆出演者： 株式会社YASAI 舞鶴工場
 中村陽一さん、中村真実さん
◆放送時間： 毎月第１火曜日15：00
  （ななこちゃったラジオ）
◆提供：YASAI 

舞鶴市

海の京都発の情報発信！

コミュニティラジオ
アライアンス京都

京都発の
個性的な

ラジオ局3局の
放送ネット
ワークです！

京都市（北区・上京区）

大学連携で情報発信！

京都市（中京区・下京区）

市民による情報発信！

◆東舞鶴高校　放送メディア部　紹介
部員数は、３年生４名・２年生５名で、１年生の新入部員募集中！です。主な活動は、学校
行事の司会・文化祭や東高展での朗読発表・放送コンテストへの参加などです。これから
も、私たち東高生の声を地域の方々にお届けできるよう頑張っていこうと思っています。どう
ぞよろしくお願いします！

新 番 組 情 報

『舞鶴高校生ラジオだより #舞鶴高校生』
金曜日17：00-17：30放送（同時刻で再放送もしています。）
舞鶴の高校生の活動を高校生がラジオで伝え、地域と高校生を繋ぐ番組です。

放送予定、番組内容など最新情報はこちら ▼ ▼

福井県高浜町に7 月7 日
食事やお買いものを通じて高浜の海を
体感できるシーフードマーケット
UMIKARAがオープン！
◆関連番組： 月～木曜日
 Bayside Morining Kyoto 10:00～
 Premium Kyoto 16:00～

高浜に新スポット登場！

福井・高浜の情報も発信中！

地球温暖化防止への「賢い選択」

「COOL CHOICE 775」で
毎日放送中！！

https://775maizuru.jp/contact

コンタクトフォーム▶
番組へのメッセージはこちら

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！

「ななこ」

◆西舞鶴高校　放送部　紹介
西舞鶴高校放送部は現在10名で活動しています。男子３名、女子７名の個性豊かなメン
バーで楽しくやっています。主な活動内容は、お昼の校内放送、学校行事の司会や音響照明
など校内のものから、朗読やアナウンスの大会への挑戦、地域のイベントの司会など校外の
ものまで多岐にわたります。
活動日は平日の放課後で、発声練習や読み合わせをしています。ここ数年は自作の脚本を文化
祭や西高EXPOという舞台で、声のみで演じる「声劇」に力を入れています。

202110/11/12月

令和 3年

秋・冬号

◆日星高等学校 放送部／VPG Visual Production Group (ビジュアル プロダクション グループ)
日星VPGは学校と地域舞鶴の魅力を発信することで、地域とつながりながら、自分たちも表現力、発信力を
つけていくことを目標にしています。その方法として、YouTubeなどのメディアを主に活用しています。
おかげさまで、第一回YouTube甲子園で銀賞、第二回では銅賞をとることができました。今後もたくさんの方
に日星高校と地域舞鶴を知ってもらえるような活動をしていきたいと思います。

FMまいづる

パーソナリティー
Personality

日星高校
放送部が
登場します！


