応援して頂いている皆様

・㈱ 恵庭温泉ラ･フォーレ
・恵庭まちづくり協同組合
・㈱ オートパル
・オフィス上森 ㈱
・恵庭商工会議所
・北海道新聞社
・㈲ ドリーム自動車販売
・北海道総合保険 ㈱
・㈱ 村本
・らーめんこうち
・㈱ 北央商事
・ファミリーサロン リビエ

・㈱ メディアコム
・㈱ 三共水道設備
・㈱ ノースダイヤル
・㈱ 山三ふじや
・㈱ハチロ物産 恵庭支店
・㈲ e-works
・㈱ 道央道路工業
・恵庭かのな協同組合
・オートバックス 恵庭店 ・細川電機㈱
・NPO法人まちづくりスポット恵み野
・㈱ イエローポップ
・北ガスジェネックス ㈱ ・㈱ ビーネックスパートナーズ
・ほくろ星人
・社会保険労務士法人 シェルパ
・カラ・カムイ
・㈱ マテック 千歳支店
・美容室ル・クール
・まいぷれ千歳・恵庭
・㈱ 島田農園
・フランス食堂 ビストロサンカント
※順不同

※この他にもたくさんの皆様に支えて頂いております。
料金につきましては
お気軽にお問合せください！

CM・生中継・イベント・司会など

TIMES
いーにわタイムス

イベント情報や企業情報、自社商品の情報を告知しませんか？

をご活用ください！

e-niwaでは広告主様を募集しております。

スポットCM

パブリシティ

生中継

司会派遣

ピンポイントで広告が
打てます。様々なPR
にお役立てください

生放送中に、パーソナリ
ティーがリスナー個人に
語りかけるように
放送するCM

現地リポートにより
リアルタイムで最新情報
をお伝えします！

イベントを盛り上げ
円滑に進むように
サポートします

時報
タイム
天気予報
etc…

株式会社 あいコミ
●愛
称 e-niwa（いーにわ）
●住
所 〒061-1442 恵庭市緑町2丁目1-1
●周 波 数 77.8 MHz

●電
話 0123-29-7778
● F A X 0123-29-3708（事務所）
●M A I L info@e-niwa.tv
いーにわ

ラジオがうまく聴こえないときは……。

送信アンテナがある市役所の方向に近い窓際にラジオを置く。
ラジオのアンテナは、
必ずめいっぱいまで伸ばす。

アンテナを手でつかむか、
針金などのワイヤー類を
アンテナに巻きつける。

FM77.8MHz
2021.1-3
info@e-niwa.tv

メッセージやリクエストはこちらへ→

撮影場所／恵庭市北島

撮影者／藤本卓哉さん

b i l l b o a r d
えにわモーニング

ラタトゥーユ

毎日コツコツ

Kids Song Time

月〜金／8:00〜9:54

月／10:00〜10:30・土／15:00〜15:30（再放送）

火／10:00〜10:30・土／10:00〜10:30（再放送）

水／10:00〜10:30

パーソナリティ／滝沢 貴之

パーソナリティ／諸澤 みゆき

パーソナリティ／平井 あずさ

パーソナリティ／まゆ

朝一番のニュース、天気・交通情報、生活情報、身近
な情報など、恵庭の情報満載でお送りする2時間。

野菜の旨みだけで作るラタトゥーユは私の大好物！
美容・健 康・食･･･ラタトゥーユのようなおいしさを
お届けします。

｢健康的に楽しい毎日」をコンセプトに、心と身体に
うれしい情報をお届けします。ひっしのぱっちにお送
りする、健康情報バラエティー！

子どもたちの大好きな歌や、こどもと一緒にお出か
けできるイベント情報をお届けする育児音楽番組。

ワクワクの泉☆
木／10:00〜10:30

パーソナリティ／泉

涼香

「ワクワク」があると、日常がもっと楽しくなる！泉
涼香がワクワクした出来事や人・場所・子育てなど、
様々なテーマでお送りする30分。

Groovin' Life

スキップ！

恵庭ふるさと塾

ファンシーフリーなおもちゃばこ

にじいろ水曜日♪

金／10:00〜10:30

月〜金／10:30〜12:30

月／12:30〜13:00 土／12:00〜13:00（再放送）

火／12:30〜13:00・土／17:00〜17:30（再放送）

水／12:30〜13:00・土／10:30〜11:00（再放送）

パーソナリティ／CHAD脇田

パーソナリティ／大千里 麻里子＋日替わりレギュラー

パーソナリティ／北岡昌洋・吉田愛子・佐藤ナシカ ほか

パーソナリティ／やまちゃん

パーソナリティ／ゆかり

ファンクを中心に、ソウル、ロック、ジャズなど、あら
ゆるジャンルにDEEPに切り込む洋楽エンターテイ
ンメント

恵庭で働き、恵庭で暮らし、恵庭で活動する老若男
女による恵庭流井戸端会議。

恵庭とともに歩み、街の発展を支えてきた方のお話
をお伺いし、街の歴史を振り返りながら 恵庭ってい
いな を広める、いいとこ探し番組です。

知る・探す・楽しむをモットーにラジオの前のあなた
とキュートな妄想!?で思い切り楽しむ30分。一緒に
番組をつくっていきましょ〜⤴

週のまん中水曜午後。
ちょっぴりお 疲れのあ なたに音 楽 と身 近 な 話 題 で
ほっこりする時間をお届けします。

Joy！
！
木／12:30〜13:00・土／12:30〜13:00（再放送）

らじあす

まちナビ

月〜金／13:00〜14:30

月〜金／17:00〜18:00

Any World Sound
月／18:00〜19:00・日／18:00〜19:00（再放送）

FromE…LIFE

火／18:00〜18:30・土／17:30〜18:00（再放送）

パーソナリティ／田口 麻里

パーソナリティ／柴田京子・塩谷 薫

パーソナリティ／三浦 真吾・柴田 京子・塩谷 薫

パーソナリティ／アラチャン・Mai

パーソナリティ／かねさん

あなたの今日をもっと楽しく！
Eniwaから元気&Joyな話題をお届けします！今日
もあなたからのJoyメッセージをお待ちしています！

ラジオで明日をイマジネーション。
午後一番の情報番組「らじあす」
昼下がりの1時間半の生放送です

ガーデンシティ恵庭の夕方を彩る情報番組「まちナビ」
では、地域のヒト・モノ・コトの魅力を探り発信してい
きます！あなたからのリクエストもお待ちしています。

電波とWebをクロスオーバーさせたハイブリッド音
楽バラエティー！
インディーズアーティスト情報にも大注目！

かねさんが、ゆる〜くお送りするカルチャー番組。今
まさにオススメの映画や音楽などをたっぷりご紹介
します！

街角パワー

ビビディ・バビディるう！

週刊アジポ

The Nan Da Low Show

いーにわラジオ学園

火／18:30〜19:00

水／18:00〜19:00 土／14:00〜15:00（再放送）

木／18:00〜19:00 土／16:00〜17:00（再放送）

金／18:00〜19:00 日／15:00〜16:00（再放送）

毎月第3土/13：00〜14：00（第3週以外は再放送）

アメリカのコミュニティFM局KGNUで２０年間DJ
として活躍したＤＪ STEVYN IRONFEATHER
による全編英語の音楽放送！
｢I hope I can network, share and encourage
the music scene of Hokkaido to grow.」

学生、生徒の学生、生徒による学生、生徒のための
番組！
恵庭市内、近郊の学生、生徒が週替りで元気に番組
をお届けします。
応援メッセージもお待ちしています！

パーソナリティ／こういち

パーソナリティ／るう母さん

ラジオ妖怪/ヒロ・G

恵庭を中心に頑張っているパワー溢れるゲストから
の元気な話を聞いて、リスナーの皆さんにパワー(活
力）をお届けします。http://mutou-kouichi.jp

るう母さんがお送りする｢ビビディ・バビディるう！」身
近な出来事ことから、音楽・スポーツ・鉄道の話題な
ど、様々な話であなたのハートを わ・し・づ・か・み！

FM e-niwaの数ある番組の中で『こだわり』のない
番組。筋書きのないリアルラジオバラエティー気がつ
くとエンディングを迎えています。

今回の表紙写真は、恵庭カワセミの会の藤本卓哉さんが、2016年1月18日に恵庭市北島で撮影されたものです。
藤本さんは、
「いつか越冬カワセミに会えると信じ、根気よく10〜15年ほど観察を続けました。
過去に5回撮影しましたが、綺麗に撮影できたのはこの時が初めてでした。」と教えてくださいました。
恵庭市制施行50周年記念×いーにわ開局10周年記念「言葉のタイムカプセル〜未来への
メッセージ〜」へ、多くの方にご参加いただきまして、ありがとうございました。
収録した音源は、今年2月頃から約10年間、郷土資料館に展示保管されます。

★月曜から金曜の8:00〜19:00の番組は、12時間後に再放送いたします

写真のポイントは、良く見ると、嘴が凍っているところ。
撮影前日は、藤本さんの誕生日だったようで、思いがけないプレゼントとなりましたね。

info@e-niwa.tv

メッセージやリクエストはこちらへ→

