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Fresh!Fine!Radio!

17:30～17:45　
「総合学園ヒューマンアカデミー
名古屋校の気分は上々！！！」

【E-mail】hit@web.co.jp
【SNS】＃FHR761

DJ Cocoro第2木曜

SACHIA.と
ラジオで歌の旅♪

第1・3金曜（第2・4金曜リピート放送）

7:00～8:00

DJ太廊

SACHIA.

ヒュウガコンサルミニ
16：10～16：25

17：00～17：1017：00～17：10

ママ目線で建てる！
自由設計の家＠
ラジオ

DJ 山田ひげ
三上博司、和田レノン

平野達也の時空旅行キラキラチアナイト

新栄レディオ！！

本村 健太郎

福ちゃん

松下 直美亀井 浩

水野 香織 平野 達也

18：45～

20：00～20：20

20：20～20：30

永井 久美子一ノ瀬芳翠

魁TOPインタビュー

堀口修司

AYA SALADA陽子大橋 省吾 羽佐田 篤史

第2木曜

第4木曜

第1木曜

第3木曜

ALTA presents
学生こみゅ.nagoya

トシイトウと小浦杏奈の
Happy time 
Happy music

AYAと陽子の音楽に乾杯！

電気とロック
どて煮ラジオ

第2・4水曜第1・3水曜

芳村瑞恵、ハヤフジナオキ

Heart Hit HoTranDHeart Hit HoTranD

MOZ JCMGなぁみん

YOKO

YOKOの
ら♪ら♪ら♪トーク

【E-mail】 ikura@web.co.jp
【SNS】 #761オシ

ちょっと、よこみち

むつみのSuper Tuesday

弁護士 宇田幸生の
リーガルあい！

ランコレクションpresents
イキイキランヒューマン2

ナイト オン ザ プラネット
芽生りんご

女将とEVAのときめきジャズ Night
浜千代美治、EVA真理子

織田川秀康の
DA.MON.DE.

日向崇文

MOVIE STATION
16：15～16：30

Team Hope ペット相談コーナー
14：30～14：50

第2火曜第1火曜

第5火曜

第4火曜第3火曜

第1・3・5火曜

第２・3・５月曜第1月曜

第2・4月曜

第1月曜

第4月曜

第3・5月曜

西尾くんのチョット言っとく～

シャカリズム

（月・水）
DJ Tom

（火・木）
大上羽純

横井三千

Wednsday Music Wow！

（月～木） 14:10～NEWS & WEATHER
（月～木） 16:00～NEWS & WEATHER

15:00～NEWS & WEATHER

ヤンヤン、Riyuka
竹中清朗

DJうえでん

西尾くん

DJ 佐野♪瑛厘

おみゃあが言うな!
フライデーナイト4

Eri’s Music WOW!
～洋楽専門プログラム～

アニメ関門文化学園

インディーズ・アロー

JAZZ VOCALの夜

slow life,slow music

サイエンスNOW

   あのグラ深夜族
～大人の放課後24時～

Friday Happy Night

ロコモコボンゴ！ 空飛ぶリビング 伊倉ゆうとかち&上田陽奈

I☆スペース

皿不赤DABA オダマリジョー笹ノ葉くるる

局長 チャーリー

山ちゃん

RADIO “ROCK UP!!”

提供：プラスチックプロ

提供：いろは不動産株式会社

メッセージ＆洋楽サウンドのリクエスト受付中！
【E-mail】emw@web.co.jp
【SNS】 #emw761

【SNS】#アイドルバンケット

【SNS】#yuko761

【SNS】#タクシーズ

IDOL☆BANQUET

ヤマサキブラザーズ

COCOにおいでン！
みんなブラザー！

　　　　  Dr.MとEmuの
Hyper Space
Creation

提供：セントラル画材株式会社

佐藤あつしの
ワイルドで行こう!
～HR・HM&Blues 専門プログラム～

佐藤 あつし

村上 心

なごちゅう

木村 絵美

むつみ

ワンアゲ!!

Night Style Nagoya 火曜の夜は
バラ色トーク

ともだちのあと２年…

橘 杏美鈴

提供：ケイ・ステージ・エンターテインメント株式会社

第5月曜

メッセージ＆リクエスト受付中！
【SNS】 #midfm761 #rockup761

旅だ、セブ島だ、
ダイビングだ

トシイトウ、水谷 貴政、ヒロさん

Radio Katze
～Manege～

第3月曜

gon's with

meinaの
マリオネットtime
meina

第4月曜

Katzeの
マジカル夢相談

Katze Special第5月曜

MIDワールドトレンドミュージック

第5火曜

第１月曜 第2月曜

三木佳都枝
gon’s

月刊バスケットボール
FUN

裏・月刊バスケットボール
FUN

第3水曜 第4水曜

キャプテンの
ヒーロー研究所

第１水曜 第2水曜

三木佳都枝、MIHIRO

東山 彩 西尾浩司西尾くん

YUKO’S ROOM

山路裕子

Yasagure Nightの

今夜もヤサグレちゃいな!

第4月曜

第1・3月曜

つねちゃん

つねちゃんのナイトサファリ
第2月曜

なごや
トリコロール
JAM

第2火曜 第4火曜

姫ノ愛花（君に、胸キュン。）、巌流島ことり

榊木胡桃、築木悟ほか

池上エリナ、久野 淳

Feel the Vibes!!

まり吉＆みゆ吉

いけだかつみ、Sparky Shadow

イケメン!?なもんで喋りまSHOW!

【SNS】♯ワンアゲ

インストの時間

すいーつもんすたーの
Sweet Check

第1火曜

第1火曜 第1水曜第2火曜

第2火曜第1火曜

第4火曜

第5火曜

MIDワールドトレンドミュージック第5火曜

第4火曜

第3火曜

第3火曜

蝶太夫、三太郎、増吉

大上羽純

安藤幸美

ヨルノコエ

ground DEED、dela

提供：HIRO設備

協力：フジミライプロジェクト

17:00～17：15

17:15～17：30

おーた社長、Radiya、Raiki

ホリンピックラジオ
真夜中の王国

エンカレッジング
ミュージックタイム

DJ Tom’s Jook Joint

DJ Tom

スターダストレビューの
星になるまで

第4土曜

最終日曜日

その他日曜日

MID Discover Japan

矢部 将勝 Emi Aoi 杉浦 一幸 後藤 寛

Akiko Kenny

B.S.R. 石川徹

野村雄飛

ニチマdeレディオ・ショー
提供：専門学校日本マンガ芸術学院

B.S.R. 石川徹の
ミュージック
PANPOT

栄天ラヂオ

kanayoのDreams
Come True☆

のむりんとあそぼ

～DJ TomセレクトのR&B、
HIP-HOPを中心とした
NONSTOP RADIO SHOW!～

提供：HIRO設備

DJ Tom’s Jook Joint

DJ Tom

～DJ TomセレクトのR&B、
HIP-HOPを中心とした
NONSTOP RADIO SHOW!～

メッセージ＆リクエスト：E-mail:mid-fm@web.co.jp
SNS: #イケなも

19：30～20：30

19：30～20：00

第2・4月曜

 19：30～20：30

20：00～20：30

ENJOYWAVE!

ともだち

八重のPomoon Night 団塊ジュニアじゃNight

壁に耳アリ！
殿村 由起子

【E-mail】wmw@web.co.jp
【SNS】#wmw761 

【E-Mail】FFR@web.co.jp
【SNS】 #FFR761

MIDワールドトレンドミュージック

MIDワールド
トレンドミュージック

名古屋の防災！行こまい、
やろまい、そなえ♥まい

MID-FM761 インフォメーション

そなえ♥まい

みなせゴルフ倶楽部
小澤美奈瀬

with me

第1・2・5土曜

第3土曜

武田治彦

MIDワールドトレンドミュージック
杏奈カフェ♪♪

MIDワールドトレンド
ミュージック

MIDワールドトレンド
ミュージック

第1・3火曜 第2・4火曜

＃はぴどり

RIN°、虎之介
仲井正英、AYABELL

MIDワールドトレンドミュージック

木星のおとぎ話に
耳すます

川名洋行のつながるＭＵＳＩＣ♪

MID-FM76１
インフォメーション

【E-mail】yoko@web.co.jp
【SNS】#よこみち761

ナツノコエ

チバユウシ、張山昇輝 石原一希(キャプテン) 

第5土曜
MIDワールド
トレンドミュージック

今池レディオ

DJ Tom、アケヤマ大将

MID Artist Selection

Morning Stream

Morning Community
 （月～水）橘しんご ・（木・金） 川久保秀一

リメンバー・ミュージック
12:00～　NEWS＆WEATHER

761オシッ！

伊倉ゆう

MIDワールドトレンドミュージック

第5水曜 MIDワールドトレンドミュージック

第5水曜 MIDワールドトレンドミュージック

ライフエスコーター！
とびたりえこの幸せ♡さがし

あなたと遊と音楽と

しゃべんジャーズ

岡野美和子、くりやまけーすけ

Midnight Comoesta
嶋田 宣明

Radio Star Audition
井上まどか、せぬおん

フジタクシープレゼンツ
TAXI'Shezの出発進行～！

Wednesday Lucky Call
ぴーまん、磯貝剛成&原久美子、
Take Ito、深谷百合子

菊池優のKeep it up！

不定期

Connect SDGs
～カラーリンクサーカス～

第2・4水曜第1・3・5水曜

ごきげんよう奈々子です

Katreenaのbuzztime

第5水曜 MIDワールドトレンドミュージック

SPACE SHOWER RADIO
栗谷昌宏

TAXI’Shez

●リピート放送

池袋交差点24時ラジオ版
ザ・コレクターズ

めんそーれ読谷

週刊メディア通信

金城礼子

高島幹雄、浜菜みやこ

とびベティの
ヨーソロー・アタック

山梨トップファン

やっぱりイタリア好き
マッシモ松本

伊達孝時 歌って語る歌謡曲

渡辺俊美のINTER PLAY

   TEX&SUN FLOWER SEED
「太陽のリズム」

アイパー滝沢の
ホゥ！リーナイト・フィーバー

MIDワールド
トレンドミュージック

あの頃青春グラフィティ
岡野美和子

立花裕人のジェンヌドリーム
～空気の王様～

立花裕人

みんなのサンデー防災

目黒公郎、黒瀬智恵

井上昌己の
precious moment

サンクローバーpresents
アコガレステーション

岡野美和子

田中直人

●リピート放送
月刊カラオケエース
presents

月刊カラオケエース
presents

Kaulana Toyo

Hawaiian 8 Café
提供:（株）JST

Emi Aoi

野田葉子

龍生と葉子のサタデーブランチ
第3土曜 11：00～11：15

新番組
第1土曜 11：00～11：15

MIDワールドトレンドミュージック
第3・4・5土曜

MIDワールドトレンドミュージック
11：15～11：30

提供：株式会社キャリアート
中塚翔大、TASH（村田将）
パラチャンネル

第2・4土曜 11：00～11：15

11：30～12：00 11：30～12：00
牛嶋としことイッチーの
スイングの波にのって

第1土曜

宇野かおる ひなたみな

伊藤 浩沢田正人 かず葉 サイリン

東山 彩 西尾浩司

牛嶋としこ、イッチー

みちよのお茶目なトーク！！
第2土曜

佐藤みちよ

前田龍生

宇野かおる ひなたみな

伊藤 浩沢田正人 かず葉 サイリン

東山 彩 西尾浩司

 Radio KZOO in Honolulu
“Hawaiian Breeze”

経営軍師 岡 漱一郎の絶対負けない社長の法則

岡 漱一郎、井口 淳

ココロ音ラジオ 和音Power Up Morning Saturday
福井将真、大塚志津、SOEN、森雅紀 山本清文

上原喜光ぐるっと360度
上原喜光、河村由美

Brand-New Saturday
かとうみちこ、高橋あさみ

Radio Leader’s
池田めぐみ

ロコラバ‐LoCo Lovers-
川久保秀一、横田香峰

MIDワールドトレンドミュージック

たーなー先生の
ボイトレRADIO

石田充孝
BEST TIME  BEST LIFE

大石吾朗Pｒｅｍｉｕｍ G
大石吾朗、小林千絵

ボイメンエリア研究生ボイメンエリア研究生

【SNS】#BAK_ENJOYWAVE

PRESIDENT STATION
金子一也、川越塔子

冴木杏奈

河口恭吾 ブートラジオ

TABARU Love Emotion

MUSIC MONSTER

DALE

Music Hot Flavor
川辺保弘

河口恭吾、UMU

TABARU

ビート・インザ・ボックス
～just the beginning～

吉田メロディとステキな時間

本牧ヤグチ The DATA ROOM
酒巻隆治

ユメルのモナリザラウンジ
茜沢ユメル

Power Up More Nippon
田川まゆみ

花火の星

きいやま商店のかっぱち
きいやま商店

美加のNice'n Easy Time
大橋美加

なべやかんの
ブヒブヒスパークタイム
なべやかん、荻野真理

奈々子菊池 優

MIDワールド
トレンドミュージック

第５土曜 11：00～11：15

MIDワールド
トレンドミュージック

MIDワールド
トレンドミュージック

MIDワールド
トレンドミュージック

MIDワールド
トレンドミュージック

第２・３・４・５水曜

昭和に戻って、
ぶっ放せ！

キャンドルズの
GO!GO!
RADIO
キャンドルズ

11：30～12：00

Colleen Ogura 、Kaoru Ekimoto

DJ Tom

Discover U.S.A.
15：20～

防災豆知識
14：30～

Happy Moments
22：20～

堀口修司

素敵な映画を観よう

松岡ひとみ

今池レディオ

DJ Tom、アケヤマ大将

●リピート放送

１分レコメンド
１４：３０～


