ラジオ

キャラ

テレビ

一週間のレギュラー一覧２０１６年版

キャラで１週間にしている、テレビ、ラジオのレギュラー一覧です♪

Ｍｏｎ
午前 6：35 〜 RBCi ラジオ
「シャキッと i」
DJ：大城メロディ

Ｔｕｅ

Ｗｅｄ

午前 6：35 〜 RBCi ラジオ
「シャキッと i」
DJ：大城メロディ

午前 6：35 〜 RBCi ラジオ
「シャキッと i」
DJ：大城メロディ

午前 7：30 〜ＦＭ沖縄「ﬁne ！」
DJ：松田礼那

午前 7：00 〜エフエムもりぐち
「さわやかワイド 82.4」
ＤＪ三宅奈緒子

午前 8：00 〜ならどっとＦＭ
「WAKE UP NARA ！」
ＤＪすみのりこ

午前 7：30 〜ＦＭ沖縄「ﬁne ！」
DJ：松田礼那

午後 3：00 〜エフエム滋賀
「charge ！」
ＤＪ ＫＩＮＡＫＯ

午後 5：30 〜エフエムキタ
「Be Ｆｒｅｅ！」
ＤＪ高倉大輝

午後 6：00 〜ＦＭ沖縄
「Ｕ ＣＯＯＬ ＬＡＢ」
DJ：山田真理子
午後 8：00 〜ＦＭ沖縄
「Ｒaｄiｏ ｄuｂ」 DJ：エリナ

午後 6：00 〜エフエム宝塚
「おやこですくすく」
ＤＪ坂本ゆうこ

午後 8：00 〜ＦＭ沖縄
「Ｒaｄiｏ ｄuｂ」 DJ：エリナ

午後 7：00 〜関西テレビ
「ちゃちゃ入れマンデー」
NA 中村郁

午後 11:00 〜サンテレビ
「PLATINUM GOLF」 NA 木村英樹
午後 11：00 〜 RBCi ラジオ
「グルクンマスクと
大城メロディのグルメロ」
DJ：大城メロディ

午前 0：49 〜毎日放送
「おとな会〜オトナのちょい増し
ＴＶ〜」NA 越乃リュウ

午後 9：00 〜関西テレビ
「ニッポンのぞき見太郎」
NA ｍｉｏ

ＱＡＢ琉球朝日放送
土日アナウンサー 山内佑利子

午前 11：40 〜読売テレビ
「クギヅケ」NA かわたそのこ

午後 0：00 〜関西テレビ
「胸いっぱいサミット」
NA 安西なをみ
午前 11：25 〜ＲＢＣ
「すくすくあかちゃんねる」
ＮＡ：山内佑利子

午前 11：55 〜〜エフエム滋賀
「Spice-ｅ」 DJ 要 勇人

午後 0：00 〜ならどっとＦＭ
「ひるラジ！サタデー」
ＤＪ佐々木亮太

午後 5：45 〜びわ湖放送
「キラりん滋賀 Friday」
コーナーリポーター星波 綾

午後 2：00 〜ならどっとＦＭ
「サンデーカーニバル」
DJ ｎｉｓｉ

午後 2：55 〜エフエム滋賀
「Spice-ｅ」
DJ ｍｉｏ・星波綾（奇数週）

午後 6：00 〜ＦＭ沖縄
「Ｕ ＣＯＯＬ ＬＡＢ」
ＤＪ：ＮＡＮＡ

午後 4：00 〜読売テレビ
「土曜はダメよ！」 NA 島よしのり

午後 7：00 〜エフエム宝塚
「西本真詞の BE FINE TOMORROW
元気に前向きに！」
アシスタント 星波綾

午後 6：10 〜ＢＢＣびわ湖放送
「大津市企業局劇場」
ＮＡ大橋彩沙

午後 5：00 〜毎日放送
「住人十色」 NA かわたそのこ
午後 5：00 〜ＯＴＶ
「ＨＹゴーゴーゴーヤー」
ＮＡ：やびくかりん

午後 8：00 〜ＦＭ沖縄
「Ｒaｄiｏ ｄuｂ」 DJ：エリナ

午後 10：30 〜
ミュージックジャパンＴＶ
「Ｕ−ＫＩＳＳの手あたりしだい！」
NA ＡＬＣＯ（第２、４週）

夜 8：：00 〜エフエム滋賀
「いま、コレ！」
ＤＪ ＫＩＮＡＫＯ（1.2.3 週）

午後 11：00 〜サンテレビ
「ラブゴル」NA かわたそのこ
午前 0：15 びわ湖放送
「勇さんのびわ湖カンパニー」
出演 あすかひまり

午後 11：45 〜サンテレビ
「ブルロックＴＶ」
NA 梅下さあや

ＱＡＢ琉球朝日放送
土日アナウンサー
山内佑利子

午前 10：30 〜
近鉄ケーブルネットワーク
「やっぱラーメンにしよ！」
ＮＡ高倉大輝

午後 4：23 〜ＲＢＣ「ラフピー！」
ＮＡ：いずみゆい

午後 11：00 〜サンテレビ
「小林佳則の熱血 ！！
ゴルフ塾！」NA 和田直樹

午前 5：00 〜毎日放送
「ザ・リーダー」
ＮＡ早瀬俊行（第二週）

午前 10：30 〜エフエム宝塚
「治虫くらぶ」 ＤＪ ｍｉｏ

午後 4：00 〜エフエム宝塚
「じっけん！放課後委員会」
ＤＪささくらゆか

午後 8：00 〜エフエム滋賀
「三井アウトレットパーク 滋賀竜王
presents M♪ON PARK」
ＤＪ要 勇人

Ｓｕｎ

午前 8：25 〜エフエム大阪
「みんなともだち」 ＤＪ沢井則江

午後 3：00 〜エフエムあまがさき
「みやけなおこのあいあいワールド」
ＤＪ三宅奈緒子

午後 6：00 〜ＦＭ沖縄
「Ｕ ＣＯＯＬ ＬＡＢ」
ＤＪ：ＮＡＮＡ

午後 7：00 〜エフエム宝塚
「ラジドキッ！」 ＤＪ星波綾

Ｓａｔ

午後 1：45 〜読売テレビ
「上沼恵美子のおしゃべり
クッキング」NA かわたそのこ

午後 6：00 〜ＦＭ沖縄
「Ｕ ＣＯＯＬ ＬＡＢ」
DJ：山田真理子

午後 6：00 〜ＦＭ沖縄
「Ｕ ＣＯＯＬ ＬＡＢ」
DJ：山田真理子

午後 10：00 〜ＴＯＫＹＯ MX
「女は悩まない 女の世直し
ニュース女子」 NA 梅本尚太

朝 10：50 〜毎日放送
「ハピネス」 NA 中村郁

午後 1：55 〜読売テレビ
「情報ライブ ミヤネ屋」
NA 安西なをみ

午後 1：45 〜読売テレビ
「上沼恵美子のおしゃべり
クッキング」NA かわたそのこ

午後 4：45 〜関西テレビ
「ゆうがたＬＩＶＥワンダー」
コーナーＮＡ中村郁

午後 4：45 〜関西テレビ
「ゆうがたＬＩＶＥワンダー」
コーナー NA すみのりこ

午前 8：00 〜ならどっとＦＭ
「WAKE UP NARA ！」
ＤＪ浦井雅考

午後 1：45 〜読売テレビ
「上沼恵美子のおしゃべり
クッキング」NA かわたそのこ

午後 1：00 〜エフエム尼崎
「コ―デＢＯＸ！」
ＤＪこひなあすか

午後 3：00 〜エフエムもりぐち
「プロムナード 82.4」 ＤＪターキー

午後 1：45 〜読売テレビ
「上沼恵美子のおしゃべり
クッキング」NA かわたそのこ

Ｆｒｉ

午前 10：30 〜エフエム宝塚
「たからづか８丁目３５番地」
ＤＪ高倉大輝

午前 10：30 〜エフエム宝塚
「たからづか８丁目３５番地」
ＤＪ新田真士

午後 1：45 〜読売テレビ
「上沼恵美子のおしゃべり
クッキング」NA かわたそのこ

午前８：30 〜
エフエム宝塚 /DJ：松本拓也
「いまどきモーニン！」

午前 7：00 〜エフエムもりぐち
「さわやかワイド 82.4」
ＤＪすみのりこ

Ｔｈｕ

午後 9：55 〜 KISSFM KOBE
「ラヴィーナＳＴＯＲＹ・ＦＯＲ・
ＴＷＯ」 出演 平野舞

午前 0：15 〜サンテレビ
「Like A Wind」
NA 松本拓也

午後 11：30 〜サンテレビ
「カツヤマサヒコＳＨＯＷ」
NA みるき

午前 0：15 〜ＲＢＣ
「Ｒ級ワイド―」
キャスター：エリナ

★不定期レギュラー★
ＮＨＫ「えぇトコ」 ＮＡ島よしのり
スカイＡ「Gｏｌｆ

Dｅｂｕｔ

/

ｅｏ光チャンネル「原田伸郎のこの街ええなぁ」 NA 島よしのり

しちゃうぞ！」 NA 川野奈津美

/

宝塚チャンネル「いにしで逍遥〜旅タカラジェンヌ〜」 NA しのや文秀
ＱＶＣジャパン

アドバイザー 出演

星波綾

/

/

/

ＲＢＣ「金曜日のゆうわく」 リポーター：松田礼那、エリナ、上田詩織、大城メロディ
/

スカイＡ「美女山歩」 NA 井上宏之

ＧＡＯＲＡ「ＧＡＯＲＡ通信」 NA ターキー

峯南ケーブルテレビ「Ｅ〜仲間たち」 NA 安西なをみ

近鉄ケーブルネットワーク「ならカフェめぐり〜いとをかし〜」 リポーター星波綾
ＦＭ沖縄「ウェルカムライカム」 ＤＪ：知花悠介

/

ベイコムチャンネル「駅ぶら街ぶら阪神沿線」 リポーター
/

/

要

勇人

ｗｅｂ番組

/

ＲＢＣ「BONjour」 出演：山内佑利子、上田詩織

ＦＭ沖縄「オリオンびあぶれいく」 ＤＪ：山田真理子

/

スカイＡ 「爆釣！田尾安志の釣りブログ」NA 井上宏之

ジャンパリ．ＴＶ「DROP OUT!」 NA 湯口和明

ラジオ大阪「交通安全ミニドラマ

あしたも笑顔で」 出演

ＱＡＢ「チネマ・パラディーゾ」 ナビゲーター：上田詩織
/

/

ＫＣＮ京都「Ｍｙけいはんな」 リポーター

/

/
/

ＦＭ滋賀「ＣＬＡＰ」 ＤＪ吉本彩乃

ｗｅｂ番組 「音バカどっとＴＶ」 NA 沼田俊也

沢井則江・あまの晴奈

ＮＡ：あったゆういち、いずみゆい

/

山田茉由子・リンダ・八木秀樹
/

ＪＣＯＭ吹田「お元気ですか !

市民のみなさん」 キャスター 木戸優希

ＮＨＫ「うちなーであそぼ」 ＮＡ：おどみわ（さぁたぁ役）

ＲＢＣi ラジオ「沖縄サントリー presents アペリティフストーリー」 ＤＪ：山内佑利子

ＦＭ沖縄「沖縄海邦銀行プレゼンツはいたーいここなだよ〜」 ＤＪ：やびくかりん

