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＜報道資料＞ 

２０１２年１月１８日 
全国ＦＭ連合 

ＫＤＤＩ株式会社 

 

東北に、そして日本全国に、ライブを通じてエールを！ 

“全国民放ＦＭ＆KDDI present MEET THE MUSIC LIVE with 福山雅治” 
宮城県内から一夜限りのスペシャルライブを、全国ＦＭ５２局が同時生放送 

３月１８日（日）、午後７時から午後８時までの 1 時間 

 

 

 

 

 

 

 

音楽に特化したコンテンツを提供する全国のＦＭラジオ局と、新たな聴取スタイルでＦＭ放送の音楽情報をそ

の場で楽しめる LISMO WAVE を提供する au による「ＦＭラジオの活性化」企画が「MEET THE MUSIC」キャンペ

ーン。全国民放ＦＭ５２局が同時生放送という年に一度の本イベント「MEET THE MUSIC LIVE」は、２００８年

の桑田佳祐氏からスタートし、毎年、３月中旬に開催してきました。昨年は東日本大震災により中止に至りまし

たが、今年は、その東北に、そして日本全国に、ライブを通じてエールを送ることを目的に、全国ＦＭ連合（幹事

社：TOKYO FM、J-WAVE）加盟の全５２局とＫＤＤＩ株式会社が開催いたします。 

今年のアーティストは福山雅治氏。「音楽を愛し、そして音楽との出会いを身近にするＦＭラジオにシンパシー

をもつアーティスト」であることもさることながら、震災１年を経過した時宜だからこそできること、として賛同を得ての

ことです。３月１８日（日）、午後７時から１時間、“全国民放ＦＭ＆ＫＤＤＩ present MEET THE MUSIC ＬＩＶＥ 

with 福山雅治”のタイトルで、全国民放ＦＭ５２局の同時生放送により日本全国に届けます。 

このスペシャルライブの観客は、全国ＦＭ５２局と au を代表する２名１組１０６名のリスナー・レポーター他を予

定しています。リスナーリポーターは、１月１８日（水）午後１時半から２月１０日（金）正午までの期間募集します。

「MEET THE MUSIC LIVE」キャンペーン専用サイト（http:/keitai.fm/mtm）、もしくはお聴きのＦＭ放送局のＨＰ、

au の LISMO WAVE、FM ケータイから応募できます。レポーターのレポートは、キャンペーン専用サイト、ＦＭ５２局

およびＫＤＤＩのサイト（PC 携帯）、広報誌等での掲載を予定しています。 

［今回の開催にあたり全国ＦＭ連合、ＫＤＤＩ株式会社、出演者が一体になって継続的な被災地支援を展開］ 

 今回の“全国民放ＦＭ＆ＫＤＤＩ present MEET THE MUSIC LIVE with 福山雅治”の開催にあたり、主催者

では、継続的な被災地への支援活動も展開します。本イベントのオリジナルグッズを販売し、その収益金を被災

地の幼稚園、小中学校に対し、楽器の修復による復興支援・「こどもの音楽再生基金」に寄付します。明日の

ミュージシャンを担う子供たちの育成への一助が目的です。 

オリジナルグッズはＴシャツ（税込み予価 2,000 円）、缶バッヂセット（税込み予価 1,000 円）で、２月１日（水）より

ローソンのロッピーでの予約販売となります。 

 

福山雅治氏からのメッセージ 

20 年以上番組を続けさせていただいてる FM ラジオの世界は、僕にとって非常に思い入れ

のある場所です。FM52 局を通して日本全国に同時生放送ができるということは楽しみであ

り、かつ光栄なことと感じています。 

今回は宮城県からの生放送です。３月 18 日の午後７時から、宮城県の元気、笑顔を音

楽とともに全国に届けられるよう頑張ります。 
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 “全国民放ＦＭ＆KDDI present MEET THE MUSIC LIVE with 福山雅治” 

概 要 

 

1.番組名（ライブ名）  “全国民放ＦＭ＆KDDI present  

   MEET THE MUSIC LIVE with 福山雅治” 

2.放送日時   ３月１８日（日） 午後７時～午後８時 

3.放送局   全国民放ＦＭ5２局 

4.聴取方法  ＦＭラジオ、LISMO WAVE、ＦＭｹｰﾀｲ 

 ＜LISMO WAVE の聴き方＞ 

 au one Market からダウンロードしていただけます。 

 au one Market → カテゴリ → エンターテイメント → 音楽、または、au のスマー

  トフォン上のショートカットから「LISMO WAVE」アプリケーションをダウンロード 

5.ライブ会場  宮城県内 

6.観覧者   全国民放ＦＭ５２局と au を代表したリスナー・レポーター他 

7. リスナー・レポーター募集について 

全国民放ＦＭ５２局と au を代表して、このスペシャルライブを現地で体験していただくリスナー・レポーターを２名 

１組で５３組（１０６名）募集します。応募は専用サイト（http:/keitai.fm/mtm）からで、１月１８日（水）午後１時

半から２月１０日（金）正午まで受け付けます。お聴きのＦＭ放送局のホームページから、LISMO WAVE アプリ画

面上のインフォメーションから、また au のＦＭケータイからはＦＭラジオ聴取中に「曲名表示」ボタンを押すと表示さ

れる応募サイトへのバナーからも応募できます。締切り後、厳正なる抽選を行い、当選者を決定します。 

 

※交通費、宿泊費は番組側が負担します。 

※レポートは今回のキャンペーンサイトや、ＦＭ５２局および KDDI のサイト（PC・携帯）、広報誌等に掲載させてい

ただきます。 

 

 

「MEET THE MUSIC LIVE」開催実績 

 

第 1 回 「全国民放 FM53 局＆KDDI present 桑田佳祐アコースティックライブ in 石垣島」 

＜2008 年/ 桑田佳祐/ 沖縄・石垣島＞ 

 

第 2 回 「全国民放 FM53 局＆KDDI present MEET THE MUSIC LIVE with コブクロ･ファンフェスタ 2009」 

＜2009 年/ コブクロ/ 和歌山ビッグホエール＞ 

 

第 3 回 「全国民放 FM53 局＆KDDI present MEET THE MUSIC LIVE with レミオロメン」 

＜2010 年/ レミオロメン/ ビルボードライブ東京＞ 

 

第 4 回 「全国民放 FM＆KDDI present MEET THE MUSIC LIVE with Superfly」 

＜2011 年/ Superfly/ 沖縄・ナムラホール＞ 

※東日本大震災の影響により、開催中止。 
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全国民放ＦＭ５２局 

 

AIR-G’／FM ノースウェーブ／FM 青森／FM 岩手／Date fm／FM 秋田／FM 山形／ふくしま FM／bayfm78

／NACK5／TOKYO FM／J-WAVE／InterFM／FM ヨコハマ／FM-FUJI／FM ぐんま／RADIO BERRY／

FM-NIIGATA／FM PORT／FM 長野／K-MIX／FM とやま／FM 石川／FM 福井／FM AICHI／ZIP-FM／

Radio 80／FM 三重／FM 滋賀／α-STATION／FM OSAKA／FM802／FM COCOLO／Kiss FM KOBE／

FM 山陰／FM 岡山／広島 FM／FM 山口／FM 香川／FM 愛媛／FM 徳島／FM 高知／FM FUKUOKA／

cross fm／LOVE FM／FM 佐賀／FM 長崎／FMK エフエム熊本／FM 大分／FM 宮崎／FM 鹿児島／   

FM 沖縄 
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＜ご参考＞ 

 

「ＬＩＳＭＯ ＷＡＶＥ」サービス内容について 

 

全国の FM ラジオや音楽映像チャンネルを楽しめる 

 放送エリアに関係なく、全国民放 52 局の FM 放送をお聞きいただけます。Wi-Fi 通信なら、音楽映像チャンネ

ルをお楽しみいただけます。 

 

１．全国のＦＭ放送が楽しめる♪ 

全国民放 52 局のラジオを、放送エリアに制限されることなく、

全国どこでも楽しめます。 

番組を予約して、聞き逃し防止! 気になった楽曲は、楽曲

情報を見たり、そのまま楽曲を購入する事も可能! また、通

信が不安定な場所でも連続して聞くことができます。 

 

※ FM ラジオは、地上波のラジオ放送と比べて最大約 5 分遅れての配信となります。そのため、時報などの時刻

のお知らせ、緊急地震速報は正確ではありません。 

※ 番組表に記載されている時間は、地上波ラジオ放送の時間です。 

※ 一部の番組・CM は配信されない場合があります。 

※ 日本国内の Wi-Fi、au エリアでのご利用に限ります。 

※ 配信された音声や映像の保存はできません。 

 

２．番組表で番組をチェックしたり、Twitter で情報を確認できる！ 

「チャンネル一覧」から好きなチャン

ネルを選ぶだけで楽しめる! 

番組表で気になる番組の予約も

できる! 

予約しておけば番組開始前にス

テイタスバーでお知らせ。 

再生中のチャンネルの公式アカウ

ントから最新情報をすぐに見られ

る! 

 

 

自分のアカウントから楽曲や番組を共有できるので、仲間とのコミュニケーションもラクラク。 
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＜ご利用案内＞  

料 金 

 ラジオパック ： 月額 315 円 (税込) 入会月無料 

 FM 単局   ： 月額 105 円（税込） 入会月無料 

 Musiclips:  ： 月額 315 円 (税込) 最大 3 カ月無料キャンペーン  

                      (2012 年 3 月末までに新規ご加入の場合) 

 SPACE SHOWER LIVE Channel ： 無料 (2012 年 3 月末まで) 

 LISMO WAVE Channnel ： 無料 

パケット通信料定額サービス推奨 

※ 別途パケット通信料がかかります。 

利用方法 

 メインメニューから LISMO WAVE アイコンを選択しアプリケーションを起動してください。 

ダウンロード方法 

au one Market よりダウンロードいただけます。 

au one Market → カテゴリ → エンターテイメント → 音楽 

または、au のスマートフォン上のショートカットから「LISMO WAVE」アプリケーションをダウンロード    ※ 

IS03/IS04 で Android2.2 に OS アップデートされた場合は、au one Market よりアプリのバージョンアップをいただく

必要があります。  

＜au 携帯電話 2012 年春の新ラインナップ＞（ＬＩＳＭＯ ＷＡＶＥ対応機種） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他、ＬＩＳＭＯ ＷＡＶＥ対応機種は、KDDI ホームページ http://www.au.kddi.com/ez_fm/にて

ご確認ください。 

 

 


