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コミュニティ放送局へ配信

再送信サービス
コミュニティ放送各局様
は、ＳＰＡＣＥ ＤｉＶＡで
番組を受信後、
各局の放送エリア内で
ＯＡいたします。（再送
信と呼びます）

通信サービス

（全２３ｃｈ）
ISDN回線＋CODECで、
各局発全国ネットも可能です。

ミュージックバードのネットを利用して自社番組を全国発信!!

ミュージックバードの放送は、いままでは一般
ユーザー（弊社契約者様）も聴取可能になっ
ておりました。しかし現在は、より特別感を深
め、コミュニティ放送のリスナーを増やす目的
で、契約コミュニティFM局様しか受信できな
い通信（衛星通信）チャンネル（127ｃｈ）とし
て番組を納品させて頂いております。よって、
127chでの配信各番組は、『局様からの発
注を受けて弊社が制作、納品する』といった
形式を取らせて頂いております。
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「メディア価値向上」による経営基盤強化のお手伝い
コミュニティ放送局様の「メディア価値向上」に努めるべく、あらゆる側面から各局様
をサポートいたします。

どこの放送局が流してもリスナーにとって違和感のない話題・演出
ローカル色の強い話題、テーマを避け、ユニバーサルなコンテンツ
の提供を心がけます。

オールターゲットを納得させられる出演者を起用
知名度や経験を勘案し、安定感、安心感に重きを置いた内容を目指します。

各局発全国ネットゾーン
全国ネット単発

→地域から全国へ

※情報だけでなく営業展開も

例）災害番組、Ｊリーグ中継etc

ナショナルクライアント、
広告代理店へのセールス

①MB番組内での広告
②各局（エリア）単位での広告
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コミュニティFM局様向け専用チャンネル（127ＣＨ）
◎唯一のコミュニティFM局様向け専用サービス
◆各地のコミュニティ局様が、どの番組を編成しても、リスナーにとって違和感のない番組作りを
心がける、日本で唯一のコミュニティＦＭ局様向けの専用番組配信サービスです。
◎各局の編成に組み込みやすい、番組＆フォーマット
◆ステブレ枠、中ＣＭ枠などを確定タイムで設置。
番組と番組の間に、各局様がCMを挿入できる90秒CM挿入ゾーンを
設けております。
ですので、自社制作番組以外でも、CMを入れることができます。
もちろんしゃべりの途中で切れることもありませんし、さらに、多くの
ゾーンで00分前に５分枠を設けていますので、ニュースや天気予報、
交通情報などの挿入が可能です。
さらに、２時間枠や３時間枠を超える長尺の番組でも、１時間毎に乗
り降りができる作りになっております。

フォーマット（例）

15：00：00
本編
15：28：30
15：30：00

中CMゾーン（差し替え可）

本編
15：58：30
16：00：00

ステブレ（差し替え可）

本編
16：28：30
16：30：00

中CMゾーン（差し替え可）

本編

◆2～3時間のワイド番組でも１時間単位で乗り降りができます。
番組前半1時間で降りる局様＆リスナーに対して「一部の局の皆様と
はここでお別れします」。後半途中から受信される局様＆リスナーに対
しては「この時間からお聴きのみなさんこんにちは」等とパーソナリティ
がメッセージを入れることで違和感のない放送を行うことができます。

◎皆様の制作した番組を全国に発信できます。

◆コミュニティFM各局様のご当地番組を全国で
オンエアできます。 皆様の自社制作の番組を、
全国ネットでオンエアしています。※要調整

16：53：30
16：55：00
17：00：00

ステブレ（差し替え可）

Weekly Recommend
(差し替え可)
①番組フォーマットは、中CM、
ステブレゾーンを確定で設置!!
②多くのゾーンで５分枠も設置
（「Weekly Recommend」など
5分枠ゾーンが差し替え可能）

◎ネット番組の広告セールスをしています。

◆広告を付きの番組を配信し、各局様に
広告配分をいたします。※これまでの実績
については13P・14Pをご覧ください。
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ミュージックバード活用例
放送局名： Port Wave （エフエムよっかいち㈱）
放送エリア：四日市市および、桑名市、桑名郡、
員弁郡、三重県、鈴鹿市の一部
可聴人数：６４４，３００名
← ミュージックバードネット番組ゾーン
タイムテーブルの赤枠で囲んだ番組が、
ミュージックバードの番組をネットしているゾーンです。

このように、各局は自社番組とミュージックバードの番組を
組み合わせてタイムテーブルを組んでいます。
ただし、ミュージックバードの番組をネットするのは各局の
編成に任されていますので、ネット局数は番組によって違
います。

自社番組と、ミュージックバードの番組を組み合わ
せて各局様独自のタイムテーブルを作成。

「ミュージックバード」のコミュニティ放送局向け
サービスは、全国のコミュニティＦＭ局約１０５局
で利用されています。
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他にも“再送信”可能チャンネルが全23チャンネル！！
再送信可能チャンネル全23チャンネル全て使用可能！
24時間ノンストップで番組・音楽を配信。
ﾁｬﾝﾈﾙ番号
101ch
102ch

チャンネル名
CAFÉ
～Smooth Style ～
BACK STREET
～Scene X～

ジャンル
CAFÉ
CLUB / R&B

内容
人気のカフェがレコメンドする、“ボサノヴァ”や“ユーロポップス”をちりばめた、オシャレ感覚のチャンネルです。
最新HIP HOP R&Bが盛りだくさん。

103ch

Cool Lounge

JAZZ

104ch

SOFT ROCK

ROCK / POPS

AORの名曲を中心にセレクトした、大人が楽しめるロックチャンネル。

105ch

BALLADE

ROCK / POPS

洋楽ラブ・バラードを24時間たっぷりとお届けします。

106ch

MEGA HITS

ROCK / POPS

最新POPSヒット曲をノンストップで。

107ch

POPS REFRAIN

ROCK / POPS

聴いて思わず口ずさむ60年代～90年代の洋楽ポップス。

108ch

J-HITS

J-POP

TOKYO FM 人気番組「カウントダウン・ジャパン」に登場する、最新ヒット曲を中心にON AIRしています。「最新の曲は、かかさずチェック、もちろんカラオケは大得意!」というJPOP大好き派の人には、是非おすすめしたいチャンネルです。あなたのお部屋で24時間、最新J-POPが聴き放題!

109ch

J-POP REFRAIN

J-POP

聴いて思わず口ずさむ60～90年代の日本のポップス

110ch

演歌HITS

歌謡・演歌

111ch

GAIA VOICE

HEALING

地球上で奏でられる自然音の美しいエッセンスを現地でサンプリングし、アコースティックなサウンドとミクスチャーした究極のヒーリングチャンネル。

112ch

HEALING
～Ambient Gallery～

HEALING

α 波が出やすいとされる楽曲をセレクトしてお届けする本格的なヒーリングチャンネル。

113ch

ACOUSTIC

HEALING

ピアノソロ、シンセサイザー、アコースティックサウンドなど、“ウィンダム・ヒル系”の選曲を中心とした、リラクゼーションチャンネル。

114ch

GOOD VIBRATION

BGM

フュージョンやJ-POPのインストを中心にお届けします。

115ch

FOUR SEASONS

BGM

四季を感じることのできる音楽を一年中楽しめます。また、クリスマス、お正月、バレンタインデー、子供の日、ひなまつりなど、年中行事に合わせてお届けする音楽はホーム
パーティを盛り上げます。

116ch

EASY LISTENING

BGM

モーニングサウンド・リフレッシュサウンド・エレガンスサウンド・ヒーリングサウンドと、一日の流れに沿ったプログラムは、お部屋のインテリア・ミュージックとしてもぴったり。毎日
の中に、自然と溶け込む音楽が、あなたの一日をより豊かなものに変えてくれるでしょう。

117ch

KLASSE

CLASSIC

クラシックに縁がないと思っているという方も、いつか聴いたことのある曲がかかると、思わず聴き入ってしまうことはありませんか?KLASSEでは、室内楽、ソロ楽曲、管弦楽曲を
中心に、どこかで聴いたことのある心地のよいクラシックをON AIR。まるで、ホテルのスイートルームにいるような気分も味わえます。

118ch

CLASSIC GARDEN
～Classy Concierge～

CLASSIC

クラシックの有名曲・人気曲をセレクトして「ベスト・クラシック」な選曲でお送りします。耳になじんだメロディ、親しみのある曲をシームレスにお楽しみください。

119ch

カンタービレ

WORLD

120ch

SWING EASY

JAZZ

123ch

KAYO＆ENKA

歌謡・演歌

124ch

cross culture

総合

「ラジオから流れてくる洋楽に憧れ、ギターを手にフォークを歌い、新しい日本の歌“ニューミュージック”に胸ときめかせたあの頃」cross cultureは、60～70年代の音楽シーンが
いっぱいつまった、大人のためのCulture&Musicチャンネルです。遊び心と大人の感性を合わせ持つ、魅力的なパーソナリティ達によるトーク番組もオススメです。

126ch

GROOVE

AOR

極上のサウンドにメロウなボーカル。都会的なあなたに送る大人のロック＆ポップス
AOR、R＆B、バラード、ブラック・ミュージックを中心にお送りします。

JAZZを中心にジャジーな雰囲気を持った楽曲を中心にオンエア!

演歌チャート30位以内楽曲を中心にヒット曲がたっぷり

カンツォーネを中心に美しいメロディをお届けします。
ソフトなジャズがさりげなく聴こえてくる部屋で、少しだけ照明を落とし、とっておきのお酒を飲む。なんだか昔の友人と、久しぶりに夜を語り明かしたくなってきた。
昭和歌謡から最新演歌まで、バラエティ豊かに送る歌の泉。ひばりや裕次郎など伝説の歌手特集や新譜紹介、大物ゲスト番組など、豪華にラインナップ。

※123ｃｈ～124ｃｈは、トークありのプログラム編成です。
※101ｃｈ～120ｃｈは、繰り返し放送はありません。
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様々なコンテンツ配信方法のご紹介
①衛星インフラによるコンテンツ配信
安定した番組供給が可能に！
衛星による音楽配信で、各局様が心配される懸念事項

ミュージックバード専用受信チューナー「CDT-1A」

Q．豪雨・台風などによる音声遮断はありますか。
A．現在、J-SATでは天候が悪化した際にアップリンクの出力を上げることで、
事前にアップリンク断の防止につとめております。
それでも、豪雨や台風による悪天候の場合、音声遮断が発生する場合もございます。

解決

万が一、音声遮断が発生しそうな時に・・・
「バックアップ用USBメモリープレーヤー」（オプション）の利用で、災害等による音声遮断を回避。
※「バックアップ用USBメモリープレーヤー」とは・・・
衛星の受信状況が悪くなった際に、音声が止まる前に受信レベルを感知して、
USBメモリーに入っている音源に切り替わる専用機器です。
受信が正常に戻った際には、通常のチャンネルに切り替わる仕組みになっております。
（時間による設定も可能です）

②一部番組をファイル送信
コミュニティFM局様が自由な編成にお役立て頂けるよう127ｃｈの土曜、日曜
の一部番組を録音。弊社管理サーバーへアップ。局様にはご自由にダウン
ロード頂き、編成に組み込んで頂くことが可能です。
・2011年10月時点で12番組を録音、サーバーへ随時アップしております。
・ファイル形式 … MP3 256kbps
・アップ時期 … 各番組放送日中2日前
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人気のワイドプログラム群
『Morning Community』

『THE NITE』

『アフタヌーンパラダイス』

月～金6時～8時

月～金21時～23時55分

月～金15時～16時55分

東京・半蔵門から生放送！！全国から元気
を受信、全国へ元気を発信します。
“自らの人生を楽しみ、より積極的に生きる
。時間やお金にゆとりが生まれても、まだま
だ「変わる」ことに敏感”・・・・番組は、こんな
ポジティブに生きる人々のために、ニュース、
天気、スポーツ、音楽、地域情報、防災・防
犯情報など、元気に生きる、暮らすヒントを、
ヒト、モノ、コト、さまざまな角度から伝え、全
国へ元気を発信します。

午後のひとときを彩る心地よい音楽を紹介しなが
ら、スポーツ、政治、経済、日常の身近な話題に至
るまで、リスナーの知的好奇心をくすぐる生放送！
全国のコミュニティ放送局から各地のホットな話題
をお届けするコーナーもお送りします。パーソナリ
ティには、音楽界への大きな影響力を持つ”大人世
代”のアーティストたちが登場します。

（月）岸田敏志 （火）渡辺真知子

（月・火）齋藤聡 （水）小桧山崇

（水）小室等

大西貴文

平日の夜に大人向けの最新の情報、
極上のサウンドと心地よいライフスタ
イルを提案するプログラム。パーソナリ
ティ・大西貴文の魅惑のヴォイスと時
を越えたGood Music、安らぎの
Urban Sound・・・。”音楽の素晴らし
さ”をコンセプトに音楽情報だけでなく、
大人の楽しめる気楽な話題をコンパ
クトにお届けします。

リスナーターゲット

（木・金）後藤剛

リスナーターゲット

40代以上男女
『おはようサンデー』
日7時～9時

リスナーターゲット
（木）杉真理

（金） 因幡晃

『おはようサタデー』
土7時～9時
浜菜みやこ

日曜日のさわやかな朝のひととき
に、女優でパーソナリティーの浜菜
みやこが、その日のテーマに沿った
メッセージを募集します。全国各地
のみなさんから寄せられたお便り
に、いろいろな地域の習慣や、知
恵を学んでいきます。これからの一
週間も、また頑張ろうと思える、そ
んな元気を与えられる番組であり
たいと、お送りしています。

ひのきしんじ・本間千代子夫婦
の人生経験を中心に、リスナー
とともに 60年代・70年代の音
楽を中心に、世の中の矛盾、気
になるニュースを、思いのままに
語ります。

本間千代子・ひのきしんじ

ミューア

リスナーターゲット

リスナーターゲット

20～50代男女

20～60代男女

30～50代男女

30～60代男女

『MUSIC CONNECTION～コッキーポッププレミアム』
◇月～金２４時～２５時
大石吾朗
大石吾朗

“コッキーポップ・プレミアム”と題し、大ヒット番組「」大石吾朗の
コッキーポップ」を聴いていた世代に向け、懐かしい日本のポッ
プスをお届けしています。往年の番組を再現させたコーナーには
リクエストや感想が寄せられ始めていました。

リスナーターゲット

40～60代男女
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他にも人気プログラムが続々!!
谷村有美のそれなりに＋
月20：00～21：00
谷村有美が選んだ素敵な音
楽とあなたからのメール・
ファックスを紹介しながらの
“おしゃべり”をお送りします。
あなたからのリクエスト、メッ
セージをお待ちしています。

リスナーターゲット

30代以上男女

谷沢正樹

10～40代男女

タンゴ界最高の詩人オラシオ・フェレー
ルに「香水のような歌声」と評され、世
界を舞台に活躍するタンゴ歌姫、冴木
杏奈。2011年、震災で大きく傷ついた
日本で、自分らしく生きる日常の大切
さや、海外生活での体験で培った生き
る知恵を、世界中の音楽を交えながら
語ります。ある時は生きる勇気、ある時
は癒しを与え、ジャンルや壁を超えて
リスナーを歌でつなぐトーク＆
ミュージック・プログラムです。

リスナーターゲット

30代～60代男女

『宮本文昭の音楽、雑学、人生楽』
日12時～12時55分
オーボエ奏者として40年の演奏活動にピリオド
を打ったのち、指揮者として精力的に活動を開
始した宮本文昭。
ラジオパーソナリティとしての第二章！音楽家と
して、人として、様々な角度からトークを繰り広
げます。宮本文昭の新しいステージ、どうぞお
楽しみに。

RISUKE

君島 樹

「リンボウ先生の『謹訳 源氏物語』
月曜～金曜5:30-5:55
国文学者であり、人気エッ
セイストでもある“リンボウ
先生”こと林望が、自著「謹
訳 源氏物語」を1年半かけ
て完全朗読。

リスナーターゲット
夏目真紀子

リスナーターゲット

30代～50代男女

Part1（15：00～15：30）／城之内ミサのPeace of Mind
城之内ミサの音楽とトークによる”グローバルでありながらも、パーソナルでこころ
に優しい”３０分。UNESCOから日本、世界へと発信するPeace of mindキャンペー
ンをテーマとする番組。
Part2（15：30～15：55）／井上昌己のprecious moment
季節や時代を越えて澄みわたる歌声を届けてきた井上昌己が歌声とメッセージで
全国をとことん明るく、ハッピーにしていきます！

20代～40代男女

コミュニティチャンネル初の本
格リクエスト番組、生放送でお
送りします！2WAYで全国各地
からのリスナーの音楽リクエス
トにお応えます。

30代～50代男女

『スーパー・ステーション！』

リスナーターゲット

『サタデーオールリクエスト』
土16時～17時55分

ＴＯＫＹＯ ＦＭの人気プログラム「カ
ウントダウン･ジャパン」のチャートにラ
ンクされた20位までの最新ＨＩＴ曲を
完全エア･プレイ。1週間でチャート･
インした20曲を、タップリとお届けし
ます｡カラオケ好きの女子高生も、
チャートにうるさい音楽マニアも、こ
れさえ聴けばＪ－ＰＯＰの売れ筋が
バッチリ判ります｡

宮本文昭
冴木杏奈

10～40代男女

ＪＰ ＴＯＰ ２０ 日曜日 １３：００～１５：００

リスナーターゲット

『杏奈カフェ♪♪』
日19時～19時55分

リスナーターゲット

『サンデー・フォーク・スクエア』
日16時～17時55分
甘いサウンドと深い歌詞で今も日本
人の心をつなぐ｢フォーク｣にこだわる
生放送。
珠玉のフォークソング特集、思い出の
リクエスト、ゲスト・ミュージシャンによ
るトーク、スタジオ・ミニ・ライブなど盛
りだくさんで、日本人がフォークに託し
てきた思いの数々を送ります。

わたなべヨシコ

リスナーターゲット

30代～50代男女

その他にも、ミュージックバードが厳選したプログラムを放送中！
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防災に関するコンテンツの取り組み
◆防災インフォメーション
専門家による、5分番組×1日4ﾁｬﾝｽの『防災・防犯情報番組』
コミュニティエフエム局様にとっては必須の番組である防災番組を専門家の情報を交え、5分間のパッケージ番組です。
常日頃からコンテンツ素材として防災情報を発信することで、災害時
の対策を行なっています。
※ご希望の局様には一部のコンテンツ素材を提供し各局様の
自社放送枠でもご活用いただいております。

防災・危機管理ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ 危機管理コーディネーター
危機管理教育研究所
渡辺 実
テレンス・リー
国崎信江

西谷祐紀子

◆2004年10/30、11/23、12/26、2005年3/5 ■全国85局ネット
2004年10月23日に発生した「新潟中越地震」では、被災地にあるコミュニティ放送局<エフエム
雪国>（新潟県南魚沼市）が中心となり、4回の特別番組を制作しました。この特別番組はミュー
ジックバードのネットワークを使用し、全国85局のコミュニティ放送局で放送されました。

◆防災の日特番・・・2010年9月1日 6:00～7:00 ■全国89局ネット
コミュニティFM局の災害時の役割や思いなどのレポートを交えながら、年1回の「防災の日」に送くり
した、「防災特別番組」は、全国のコミュニティ放送局とミュージックバードが、リスナーの皆様を守り
たい思いでお届けしたプログラムです。
※2011年9月1日はミュージックバード生放送番組内で防災関連情報を放送しました。

◆防災とボランティアの日特番・・・2011年1月17日 15:00～17:00 ■全国72局ネット
「防災とボランティアの日」スペシャルバージョンとして『Ｒｅｍｅｍｂｅｒ １．１７～いま私たちに必要なこと～」を放送。スペシャル
パーソナリティとして、阪神淡路大震の年に生まれた大ヒット曲「冬のファンタジー」でおなじみのカズンの『古賀いずみ』が出演。
「日頃の防災への心構え」をテーマに、専門家や震災経験者の嘉門達夫をゲストに迎え、さらにその地域の放送局を繋ぎ、その
際の状況などを体験レポートなどを交え放送いたしました。

◆2012年3月11日（日）7：00～17：00 ■全国109局ネット
「KIZUNA STATION～東日本大震災から1年、コミュニティ放送がこれからできること～」
この特別番組は各被災地で復興支援に活躍した自治体、ボランティアスタッフから音楽アーチストまで
を証言者に招き、震災から1年、コミュニティ放送が果たしてきた事、これから果たしていくべき事を総括
しながら、地域密着メディアとしての役割を伝えていく10時間の生放送です。
ミュージックバードでは、弊社契約局様だけでなく、JCBA加盟局様にも放送をして頂き、コミュニティＦＭ
各局様とリスナー様の「きずな」作りの一助となれればと思っております。
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