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難聴取地域にFMラジオ中継局が開設されました!! 

音声メディアのラジオには、様々なメリットがあります!!

ラジオの強み

「からむし織の里」として知られる大沼郡昭和村は、ラジオの電

波が届かない難聴取地域でしたが、2019年11月1日に東北総

合通信局より予備免許が付与され、FMラジオ中継局が開設さ

れました。これによってふくしまFM等が放送する、様々な生活情

報やライフラインに関する情報を受信できるようになりました。

いつでもどこでも、ふくしまFM。
多彩に広がる聴取スタイル!!

ラジオ番組は自社制作の生放送が多く、ニュース速報や

天候や道路情報などをリアルタイムで反映できます。聴

取者から届くローカル情報やトピックスも随時取り上げ

ることができます。

大規模な自然災害が発生して停電しても、乾電池で作動

するラジオ、スマホで聴けるラジオは命綱となります。東日

本大震災の際はライフライン情報を発信し続け、人心の

安定に効果を発揮しました。

速報性と機動力がある。
何か作業をしていても、ラジオは聴くだけで理

解し、楽しむことができます。クルマを運転中、

オフィスで勤務中、さらに自宅で寛ぐ高齢者の

皆さんにもラジオは最も身近なメディアです。

何か「しながら」聴ける。

ふくしまFMの平日7時～19時の番組は「生放送」「ワイド

番組」「パーソナリティ」形式で、地域に密着した情報を発信

しています。聴取者は毎日同じ時間に、同じ番組を聴いて

いることが多く、極めて習慣性の高いメディアです。

習慣性が強い地域密着メディア。

テレビと比べてラジオは、番組・CM共に低コストで制作

できます。30分～120分の特番も安価で制作可能。CM

は様々なバリエーションの素材を制作し、タイミングよく

差し替えながら放送できます。

低コストで番組・CMを制作できる。

「視覚は理性に訴え、聴覚は感性に訴える」といわれます。

ラジオはパーソナルメディアであり、日常的に耳にする

パーソナリティのメッセージは聴取者の心に深く沁み込

み、共感を呼び起こすことができます。

感性やメンタルに訴える。

災害時の情報収集に役立つ。

ターゲットの属性や予算に応じて放送する時間帯や本数、期間などを自由に設定できます。

20秒が一般的ですが、40秒、60秒、120秒なども可能です。

リスナーが習慣的に聴取するワイド番組が発信する
情報はリーセンシー効果に優れています。

生コマーシャル

番組放送中にスタジオとイベント会場や店舗など、現地を結んでライブな情報を発信しま

すので、放送後の集客力アップに貢献します。

スポットCM

生放送中の番組でパーソナリティが原稿を読むタイプの広告です。詳細な情報を発信で

きるので、理解しやすいという効果があります。

生中継（現地レポート）

テーマや構成、パーソナリティ、放送日時などを調整して番組編成。週1レギュラー番組、

単発の特別番組など、様々なご要望にお応えします。

番組提供

タイムフリーで過去1週間分の番組を無料で聴く

ことができます。プレミアム（有料）に加入すれ

ば全国の参加ラジオ局を聴くことも可能です。

ふくしまFMを含む全国のFMラジオ局の番組を

楽しめます。人気ポッドキャストやパーソナリテ

ィのおすすめ音楽プレイリストも聴取可能。

参加放送局のアーカイブ番組をいつでもどこで

も自由に無料で聴くことができます。

（パソコン・スマホ）

（スマホ用アプリ）

（スマホ用アプリ）

POWER of RADIO

★
昭和村

ふくしまFMでは2020年2月
に、現地から特別番組「昭和
村アワー」を放送しました。
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※リーセンシー効果／購買の直前に接触した広告が、ユーザーの行動に影響を与える効果のこと。
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自治体と連携してレギュラー番組を放送しています!!

スポンサーが提供するオリジナル番組も多数放送中!!

2012年5月から放送中の「国見町ラヂオ課ももたんFM」は、地

域の特産品やイベント情報、様々な分野で活躍する町民などを

取り上げる国見町の広報番組です。公募で採用したパーソナリ

ティやスタッフが、企画・取材・音声編集などを担当し、地域に欠

かせないライブな情報を発信しています。

ふくしまFMの番組は3つに大別されます。長時間にわたり生放

送するワイド番組。ふくしまFMが加盟するJFNが制作・配信す

るJFNラインネット番組。3つ目の提供番組は、様々な業種の企

業や各種団体がスポンサーとなり、それぞれの広報活動や販促

企画などに貢献することを目的に、制作・放送しています。

地域情報を生放送で発信するワイド番組!!

ワイド番組の強みPOWER of PROGRAM

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

生コマーシャル

スポットCM

生中継（現地レポート）

番組提供（特別番組）

Webサイトバナー掲載

例えば、

なすびのリゾート見聞録 あぐり家の食卓はいうぇい人街ネットふくしま

★
国見町

「道の駅国見 あつかしの里」
特設スタジオから毎週金曜
10時より生放送しています。

週末（土・日）に開催する
イベントの告知をして
集客を図りたい場合の
プロモーション案

小野寺彰子（月・火）

矢野真未(火･水) 三吉梨香(木・金)

加藤漢太（水・木・金） 

藤原カズヒロ 鈴木美伸DJイタル(月) 

何かと忙しい平日朝に、県内のニュース・天気予報・交通情報など、暮

らしに役立つ様々なインフォメーションをお届けしています。さらにあ

なたの1日を元気にする音楽とトークをお楽しみいただいています。

藤原カズヒロ&鈴木美伸のコンビで木曜の昼下がりを“Positive”で

“Good”な時間に変えるプログラムです。番組にメッセージテーマはな

く、リスナーからのメッセージだけが頼りのプログラムです!!

スイッチが”ON”から”OFF”へと切替わる平日夕方のひとときに、心地

よい音楽とトークをお届けします。金曜日は“F-STYLE”として、週末の

おススメスポット・イベント情報などを織り交ぜて放送しています。

放送日時
毎週月曜～金曜
7：30　10：00

放送日時
毎週木曜

13：30　15：55

放送日時
毎週月曜～金曜
16：00　19：00



ラジオ媒体の機動性と対応力を象徴するのが公開生放送（または公開

録音）です。屋内・屋外を問わずイベント会場のステージ、観光施設・商業

施設に設けた特設会場に集客したお客様を前に、番組の生放送を行い

ます。レギュラー番組だけでなく、特別番組の生放送も可能です。またゲ

ストタレントのブッキングにもお応えいたします。

公開放送やライブ、映像配信まで、多彩なプロモーション!!

ラジオ番組の認知度・注目度を高めるSNSとの連動!!

イベント会場やレジャー施設で公開放送!!

ラジオの展開

「ふくしまFM」で検索してみてください!!各番組のPR、スタジオゲ
ストのインフォメーションなど、様々な動画を公開しています。

フォロワー約1,800人。番組やパーソナリティも個別にアドレス
を持って情報を発信しています。

フォロワー約3,600人。番組制作・放送時のエピソード、イベントや
ライブの開催告知、パーソナリティの近況レポートなど。

主催事業をはじめ、多種多様なイベントを運営しています!!

全国ネットの人気番組も絶賛放送中!!

LIVE & SNS

「二畳半レコード・オン・ラヂオ」
公開録音

奥会津ロックフェスティバル
（主催／奥会津ロックフェスティバル実行委員会）

親子「食」体験交流教室
（主催／福島県農産物流通課）

こおりやま元気発信フェスティバル
（主催／郡山商工会議所）

Little Glee Monsterライブツアー
（ふくしまFM主催事業）

子育て応援フェスタ
（ふくしまFM主催事業）

「ふくしまFM大感謝祭」特別番組
公開録音

音楽に強いFM局の特徴を生かして、人気アーティストのライブを数多く主催しているほか、「子育て」「婚活」などをテーマにしたイベントを運営。

（毎週土曜14:00～14:55）

（毎週日曜16:00～16:55）

（毎週土曜23:00～23:55）桑田佳祐のやさしい夜遊び

マシャの音楽とトークをたっぷり!じっくり!

ビッシリお届け!!オンエア中は毎回トレンド

ワード入りするほど、全国のリスナーからアツ

い支持を得ています。ツイッターアカウントは

@fukunoradio、ハッシュタグは「♯福のラジ

オ」。リアルタイムで番組にご参加ください。

カラオケ学、夜景学など、毎週様々なテーマ

を持ったゲストの先生が登場して、「○○学」

と題した“ハピクロ・アカデミー”を開講！もも

クロと一緒に、目からウロコの雑学が学べま

す♪あなたからのメッセージや、ももクロ最

新情報も随時この番組から発信！

毎週ひとつの「お題」をもとに、桑田佳祐が自

由きままにおしゃべりを繰り広げます。アカ

デミックに音楽講座、得意種目のシモネタで

暴れたり、リスナーとクイズでバトルなど、気

まぐれ企画で出たとこ勝負。ほとんどが生放

送のやる気満タンのプログラム。

ふくしまキッズフェスタ
（主催／福島県教育委員会）

LOVEコンSPECIAL
（ふくしまFM主催事業）

福山雅治 福のラジオ

ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー！

「X-RADIO」
公開生放送

「那須りんどう湖 LAKE VIEW」特別番組
公開生放送

STARTING LIVE
（ふくしまFM主催事業）



20歳～49歳のF1＋F2層・M1＋M2層がよく聴くふくしまFM!!

福島県内シェア＆聴取率No.1ふくしまFMは20歳～49歳男女のシェア（ラジオ局占有率）が50％を超え、県内No.1と

いう結果が出ています。経済活動が旺盛な世代がよく聴くふくしまFMの番組やCMは、県

民生活に深く根付いたメディアであることが証明されました。

ふくしまFM聴取率調査概要

テレビは世帯視聴率、
ラジオは個人聴取率。

●調査地域／福島市・郡山市

●調査対象／20歳～49歳の
　　　　　男女個人
　●聴取場所／自宅内・車の中・
　　　　　車を除く自宅外

テレビの視聴率は「世帯」単位でリサーチされ

ますが、ラジオの場合は「個人」単位の聴取率

となります。一般的にテレビの視聴率に比べて

ラジオの聴取率は低い数値が発表されます

が、調査方法が異なるため、単純な比較はでき

ません。実際にテレビ・ラジオに接触している

人数等は、それぞれの特性や時間帯、番組内容

等から推測・判断する必要があります。

その他の局

8.6%

AM-A局

39.7% 51.7%

その他の局
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ふくしまFMはインターネットユーザーにも人気です!!

利用した

1年間に
インターネットを
利用したか？

利用しなかった

不　　明

604人

74.5%

21.2%

4.3%

195人

81.0%

17.9%

1.0%

189人

69.3%

22.8%

7.9%

120人

64.2%

28.3%

7.5%

187人

80.2%

18.7%

1.1%

175人

67.4%

25.7%

6.9%

118人

59.3%

32.2%

8.5%

208人

80.8%

18.3%

1.0%

200人

68.5%

23.5%

8.0%

133人

62.4%

30.1%

7.5%

福島県
調査人数 ふくしまFM AM-A局 その他の局 ふくしまFM AM-A局 その他の局 ふくしまFM AM-A局 その他の局

よく聴くラジオ局 好きなラジオ局 よく聴くまたは好きなラジオ局

■調査概要  ●調査地域／全国47都道府県全域  ●調査対象／満15歳～69歳男女個人 ●調査機関／（株）ビデオリサーチ

6:00～
24:0020～49歳・男女 週平均聴取率 （福島県内ラジオ局の占有率）

6:00～
24:0020～49歳・男女月～金平均聴取率 6:00～

24:0020～49歳・男女 土・日平均聴取率



●会　社　名／

／

／

／

／

／

／

●コールサイン JOTV-FM　

●周　波　数 

●放 送 開 始 1995年10月1日

親　局

中継局

81.8MHz

82.8MHz

78.6MHz

79.8MHz

78.6MHz

株式会社エフエム福島

●本　　　社 〒963-8013 福島県郡山市神明町4-4
TEL 024-991-9000 FAX 024-991-9100

●福 島 支 社
　（福島スタジオ）

●東 京 支 社

〒960-8031 福島県福島市栄町6-6 ユニックスビル7F
TEL 024-522-9000 FAX 024-522-9100

〒102-0083 東京都千代田区麹町1-8 JFNセンター4F
TEL 03-3221-0039 FAX 03-3221-0049

ふくしまFM MEDIA & MARKET DATA

福島県内聴取者人口

※福島県全域及び栃木県・茨城県・新潟県・宮城県・山形県の一部

1,836,324

111,154台

260,890人

3,069,382
2,911,926

1,684,130
福島県内カバレッジ 91.7

1,193,608

福島県推計人口 (福島県企画調整部統計課)

東北運輸局福島運輸支局／2019年3月31日現在

2010年
3月1日現在

2020年
3月1日現在

会津都市圏

男 125,244人
女 135,646人

男 68,960人
女 69,515人

男 232,150人
女 240,611人

男 54,772人
女 45,422人

男 260,782人
女 264,091人

男 167,829人
女 171,302人

472,761人
福島都市圏

100,194人
相双都市圏

339,131人
いわき都市圏

524,873人
郡山都市圏

138,475人
白河都市圏

全国新酒鑑評会金賞受賞数 22銘柄（2018年）全国1位

医療用機械器具・同器具部品出荷額

酒類総合研究所 ・日本酒造組合中央会

経済産業省「工業統計表」

総務省「家計調査」

総務省「家計調査」

農林水産省「作物統計」

農林水産省「作物統計」

農林水産省「エコファーマーの認定状況」

経済産業省「工業統計表」

1,046億円（2017年）全国1位

納豆支出金額（1世帯あたり） 6,136円（2016年～2018年平均）全国1位

生鮮果物購入数量（1世帯あたり） 93kg（2016年～2018年平均）全国1位

夏秋きゅうり収穫量

桐材生産量

印刷装置・同装置部品出荷額

31,300t（2018年）

農林水産省「特用林産物生産統計調査」

153.5㎡（2018年）

全国1位

全国1位

経済産業省「工業統計表」

983億円（2017年）全国1位

もも収穫量 24,200t（2018年）全国2位

エコファーマー認定件数 11,514件（2018年末）全国2位

航空機用エンジン部品出荷額 2,112億円（2017年）全国2位

752,110

仙台市

郡山市

白河市

いわき市

福島市

宇都宮市

新潟市

総務省「家計調査」卵支出金額（1世帯あたり）

鯉養殖収穫量

11,333円（2016年～2018年平均）全国2位

農林水産省「内水面漁業生産統計調査」

846t（2018年）全国2位

馬肉生産量
農林水産業「畜産物流通調書」　

777t（2018年）全国2位

聴 取 者 世 帯 数

聴 取 者 人 口

エ リ ア 内 人 口 人

人

人人

人

%

世帯 世帯

731,460世帯

ふくしまFMの聴取エリア

ふくしまFM 会社概要

福島県の人口と世帯数

全国ランキングの上位を占める福島のモノとコト。

2,038,598

世帯数人口

貨物車

用途別 自家用

20,594台 131,748台

2,896台 2,337台 5,233台

767,854台 2,474台 770,328台

21,906台 4,604台 26,510台

5,913台 16台 5,929台

656,236台

1,595,984台

事業用 合　計

総合計

乗合車

乗用車

特殊用途車

大型特殊車

軽自動車

福島県内登録・届出車輌数
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郡山第二
中学校

ホテル
ハマツ

ファミリー
マート

●

本社

ザ・モール
郡山

21世紀
記念公園

さくら通り

郡山ビュー
ホテル
アネックス

文化通り

県
道
17
号

福島・郡山

会津若松

い わ き

白 　 河

南 相 馬

郡山市

白河市

いわき市

福島市

★

会津若松市

南相馬市

郡山市

白河市 いわき市

福島市

会津若松市

南相馬市
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