☎ 022-383-7801

FAX

022-393-4571

fm@natori801.jp

名取のみなさんへ発信中！

心に響く、舌おどる。
マルタ水産

名取市増田３丁目１０-１３
TEL 022-384-8185
FAX 022-384-2169

渡辺動物病院

※可聴エリア内でも、地形や屋内、ビル陰などの
影響で放送が聴きづらい場合があります。

㈲マルタ水産

名取市美田園７丁目1 1 閖上さいかい市場内
TEL/FAX：022 383 3261
いき

可聴エリア

定休日 水曜日/第一火曜日夜
営業 昼の部 11:00〜14:30
時間
夜の部 17:00〜21:00 総席数28席

TEL&FAX 022 398 5547

TEL.022-384-4379

名取市増田字柳田６７６
（名取市役所東側）

TEL022‐384‐1335
FAX022‐384‐5976

名取市および近隣市町村

E-mail info@insatsu-c.com

岩沼市

パソコンの方は、
「サイマルラジオ」と検索
するか 、こちらの U R L（ h t t p : / / w w w .
simulradio.info）
にアクセスしてください。

PC

スズタケ
名取市大手町1丁目1−2

スマートフォンの方は、下記QR
コードよりアプリ
「ListenRadio」
をダウンロードしてください。

ラジオで
つながる
みんなの
笑顔!

なとらじの最新情報をチェック！
@fm̲natori801mhz
Blog http://fmnatori.doorblog.jp/

〒981 1217 宮城県名取市美田園3丁目16−1
TEL(022)398−3652 FAX(022)398−3852
E-mail sensyou@sensyo.co.jp URL:http://syoukun.com

旨い・安い・ボリューム満点！

インターネットでも同時放送中！

●土曜日 9:00〜14:00
名取市増田４−4−10

名取市

閖上浜の心活

閖上さいかい市場店
〒981‑1217 名取市美田園7丁目1 1

木曜日休診

フルカラー印刷、その他印刷に関わることなら

名取市災害時応援協力事業所
名取市災害時指定避難場所
総合建設業

有限会社

放送可聴人口 約250,000人

診療時間

9:00〜11:00

カラーコピーをお考えの部数の少ない印刷物などもおまかせ下さい！

HAMAYA

●月・火・水・金曜日
9:00〜14:00
19:00〜21:00
●日曜日

名刺、封筒、冊子、カタログ、ポスター等印刷全般

川崎町
村田町

手わざ笹かまぼこ工房

カーラジオですとよりクリアな音で聞こえる
ようです。

〜取り扱い商品〜
小女子・真カレイの一夜干し・鮭とば
赤貝の塩漬・ほやせりキムチ・ほや燻

エフエムなとり

仙台市

ラジオをＦＭの80.1にあわせて是非、聞いて
みてくださいね！

広告掲載についてのお申込み・お問い合わせはなとらじまでご連絡ください

Android

iPhone

飲み放題

3000円

ＴＥＬ
（022）384 1222
おうちのトラブル
仙南地域の

TEL/FAX.0 2 2 - 3 8 4 - 8 3 6 5
名取市手倉田八幡

□お客様のご予算に併せて調達いたしますので
ご希望をお気軽にご相談ください。

かけつけ隊

電気屋さん

名取市美田園7丁目1−1

名取市田高字原 210

会員
募集

営業時間 10:00〜19:00
定休日 毎週水曜日

コミュニティFM局『なとらじ』では、随時会員を募集しています。
入会のお申し込みについては、電話・FAXまたはメールにてご連絡ください。

(一部店舗により異なる)

資

お問合せ先：名取市商工会 TEL：022-382-3236

地域の皆様へ信頼を築く
有限
会社

丸善不動産商事

賛助会員 … なとらじを「気持ち」と「お金」
で支えてくださる方々

賛助会員

個人/団体 ￥20,000
個

人

団

体

￥0

お問い合わせ

年会費

￥5,000

TEL. （022）382-3170
FAX.（022）382-3154

地域№1を
目指しています。

http://www.maruzenfudosan.co.jp/

放送の概要

放送局名
識別信号
スタジオ
放送内容

/
/
/
/

エフエムなとり
愛称 / なとらじ
周波数 / 80.1MHz
JOZZ2BL-FM
開局日 / 2011年4月10日
名取市増田字柳田385‑3
送信所 / 名取市増田字柳田80
元気な街づくりを目的とした住民参加による放送

出力 / 20W

本

社

981‑1226 名 取 市 植 松 字 宮 島 7 7
TEL 022（384）8960㈹ FAX 022
（383）
5674
古川営業所 989‑6255 大崎市古川休塚字南川原55

0 1 2 0−5 1−8 9 6 0

番組表

2018

10 3

〒981‑1224 宮 城 県 名 取 市 増 田 字 柳 田 385‑3
TEL.022‑383‑7801 FAX.022‑393‑4571
fm@natori801.jp

なとらじ801

日・祝 ６
：
００〜１３
：
００
平日・土１０
：
００〜１６
：
００
木曜休館

宮城県名取市閖上5丁目23-20

特定非営利活動法人

www.natori801.jp

雨天決行

ゆりあげ港朝市協同組合

2017

宮城中央ヤクルト販売株式会社

新鮮な魚、野菜、花屋
お菓子、加工食品等
を嬉しい価格で販売

メイプル館

日・祝日朝6時〜13時

毎週水曜日 / 第 1・3 日曜日

【 最新物件公開中 】

長期優良住宅の 4 つの
最高基準をクリアした家

名取市杜せきのした 2‑2‑3
電話 022‑ 393‑ 9671
FAX 022‑393‑9672

ゆりあげ港朝市

￥3,000

日祝 AM10:00 〜 PM5:00

〒981-1224 名取市増田 3 丁目 3-17

受付時間9：00〜17：30

022―281―9321

￥5,000

市

◆定休日◆

宮城県知事免許⑷第 4790 号

正会員

入会金

朝

◆営業時間◆
平日 AM9:30 〜 PM6:30

正 会 員 … 総会での議決権を持ち、運営に
参画してくださる方々

格

最高等級品質住宅

fm@natori801.jp

☎０２２−３９５−７２１１

Honda Cars 名取南
株式会社名取ニューホンダ
新車・中古車・車検・一般整備・鈑金・損害保険上級代理店

本 店・工 場 〒981 1238 宮城県名取市愛島笠島字学市99 2
TEL.(022)384 2471㈹ FAX.(022)384 2502
名取が丘店展示場 〒981 1234 宮 城 県 名 取 市 箱 塚 一 丁 目 3 3
TEL.(022)384 2472㈹ FAX.(022)384 2503
TEL.(022)384 1432
中 古 車 部 ㈱東北ニューオート販売
ホームページ http: dealer.honda.co.jp/hondacars-natoriminami/

東日本大震災からの一日も早い復興公営住宅建設のために
地元業者一丸となって頑張っています

一般社団法人

名取市復興公営住宅建設推進協議会
協議会事務所 〒981−1217 名取市美田園6丁目1−7
TEL 022−7 9 6−7082 FAX 022−7 9 6−7083

閖上復興公営住宅

番
おす すめ 組

FAX

022-393-4571

fm@natori801.jp

生放 送

おはよう名取

OA

毎 日 、日 替 わりの パ ー ソナリ
ティによるなとらじの朝の「生
番組」。お天気、交通情報、今日
の予定、公民館情報を生放送で
お送りする30分間です。リクエ
ストやメッセージも募集してい
ます。

生放送・月〜金 9:00〜9:30

なとらじWIDE

生放

毎日、日替わりのパーソナリティ
によるなとらじの「看板番組」。
お天気、交通情報、ゲストコー
ナー、エンタメ情報など、生放送
でお送りする２時間です。リクエ
ストやメッセージも募集してい
ます。

天気予報、交通情報

13:15頃

名取ガイド
月：名取歴史探訪
火：第1、3週 名取市商工会だより
第2、4週 名取市観光物産協会だより
水：第1、3週 図書館タイム
第2、4週 文化会館インフォメーション
木：名取市保健センター
健康あれこれ
金：第1、3週 岩沼警察署通信
第2、4週 名取市消防署通信

13:30頃

14:07頃
14:20頃
14:30頃

名取市長の「こんにちは！しろうです。」
山田司郎名取市長が市内の中
高生や各業界で活躍している人
をゲストに迎え、アットホームな
雰囲気で語り合う30分。
市の施策や事業、イベントなど
旬の話題もお伝えします。
OA
再

第1、3、5水曜日 12：00〜12：30
本放送（水曜日）の後の日曜日 17：30〜18：00

毎日さまざなゲストが出演
（最終金曜日）
河北新報の桜田記者に聞いてみよう！

島田かねひこの「なとりNET BOX！」
お笑い集団ティーライズ所属、宮
城を中心に活動中の「島田かねひ
こ」が「NETプラス」協力のもと、
宮城県の楽しい情報をつめこん
だ 、名 取 市 から 発 信 する、お も
ちゃ箱のようなトーク番組。
OA

3代目吉本宮城県住みます芸人
「爆笑コメディアンズ」による自
由でたまに「中二」なトークをお
楽しみください。収録日にはニコ
生で様子がみられるかも！
？
OA

火曜日 21:00〜21:30

名取エンタメ情報
木：なとらじブック・ランキング

OA

金曜日 10:00〜10 :30

サウンドパレット

木:復興情報瓦版
金:Power Up!!名取
宮城県からのお知らせ

生放送・月〜金 13:00〜15:00

日曜日 21:00〜21:30

ゆりあげ港朝市の「さくらい理事長」
の「つぶやき」をクラシックやジャズな
ど素敵な音楽と共にお届け。
最新の朝市情報もお送りします！

水:はっぴぃ☆ペットライフ

OA

再

ゆりあげ港朝市さくらい理事長のつぶやき

火：イオンシネマ名取情報

14:50頃

6
7

OA

水曜日 21:00〜21:30

3人のアーティストがパーソ
ナリティを務めるトーク＆音
楽番組。リスナーの皆さんに
とって彩り溢れる時間となる
よう、番組をパレットに見立
てて、それぞれが用意した音
楽・情報・カルチャーをお届け
します 。こ の 番 組 を 聞くと
ちょっと元気が出たり癒され
たりするかもしれない。
再

土曜日 21:00〜21:30

2017

10

5:30 名取市行政情報・インフォメーション
5:45 なとらじ健康体操
6:00 Morning Community
6:55 今月の一曲
7:00 Morning Community

生放送
生放送

2018

TUE

3

自社制作
（生放送）

WED

THU

自社制作
（収録）

生放送

※下記番組プログラムは、平成29年9月末時点のものです。
番組によっては放送期間、放送時間、内容等一部変更となる場合がございます。ご了承下さい。最新情報はホームページをご覧ください。

FRI

SAT
5

月〜水：橘しんご
月〜水：橘しんご

木、
金：川久保秀一

6

木、
金：川久保秀一
7

7:55 Weekly Recommend
8:00 名取市行政情報・インフォメーション
8:15 警察署通信・消防署通信

8

9

10

8:15 保健センター健康あれこれ

8:15 お天気地震百科
（制作：FMいわぬま）

8:30 暮らしの中の気象台

8:30 リメンバーミュージック

8:15 ONE DAY TRIP

8:30 はいうぇい人街ネット（提供:NEXCO東日本）

8:30 リメンバーミュージック

8:35 リメンバーミュージック

8:15 日本の防衛Q&A

11

8:35 リメンバーミュージック

9:00 おはよう名取

9

9:30 なとらじミュージックセレクション
10:00 川柳575便（制作：ラジオ３）

生放送

10:00
ゆりあげ港朝市 さくらい理事長のつぶやき

10:00
10:00 大学生が防災ラジオはじめました
心理カウンセリングバラエティ「オネスティルーム」

10:00 堀江淳のファインミュージックアワー

10:30 SPACE SHOWER RADIO

10:30 団十郎のナマッテござりす（提供：㈱ささ圭） 10:30 名取から防災を考える

10:30 ジンケトリオ

11:15 リメンバーミュージック

10
生放送

11
12

11:30 団十郎のナマッテござりす（再）
（提供：㈱ささ圭） 11:30 リメンバーミュージック

12

8

8:55 防災インフォメーション

11:00 名取市行政情報・インフォメーション

月 23：00〜24：00

爆笑コメディアンズのEternal★Blade

天気予報、交通情報

月：名取市市民活動支援センター
なとセンのコーナー
（最終月曜日）
宮城県よろず支援拠点の耳より経営情報

5

生放送

送

13:07頃

MON

各番組へのリクエスト、ご意見ご感想をお待ちしております！

TIME TABLE

12:00 リメンバーミュージック

12:00
第1,3,5週 名取市長の「こんにちは！しろうです」
12:00 リメンバーミュージック
第2,4週 名取市飲食業組合だより

13

12:30 リメンバーミュージック

14

12:55 今月の一曲
13
13:00 なとらじWIDE

15

生放送
パーソナリティ

14

パーソナリティ

柿沼 基子

15

15:00 アフタヌーンパラダイス

16

16:55 今月の一曲

生放送

月：岸田敏志、
光部愛

岩舘

火：渡辺真知子、
坪達也

パーソナリティ

翠

小野寺 琴香

水：小室等、
白神直子

16

木：杉真理、
山口真奈

金：因幡晃、夏目真紀子

17

17:01 名取市行政情報・インフォメーション

18:00 〜ラジオ2951〜

19

19:00 DJ NOBBY'S TOKYO LIVE!!

20

20:00 谷村有美

21

それなりに+

17:30 弁護士奥山倫之のロック裁判所
18:00 RADIO

BOHEMIA

19:00 花＊花Style

7:00

おはようサタデー

7:55

未来への手紙プロジェクト

8:00

名取市行政情報・インフォメーション

8:15

お天気地震百科

8:30

名取市行政情報・インフォメーション

生放送

出演：ひのきしんじ、
本間千代子

6:00

反畑誠一の音楽ミュージアム

7:00

おはようサンデー

7:55

Weekly Recommend

8:00

おはようサンデー

生放送

生放送

出演：浜菜みやこ

出演：浜菜みやこ

8:45

MUSIC MUSEUM

8:55

Weekly Recommend 生放送

9:00

湘南ベース 出演：岩沢二弓（ブレッド＆バター）、わたなべヨシコ

9:00

上原喜光のぐるっと360° 出演：上原喜光、
河村由美

9:55

防災インフォメーション

生放送

10:00 Brand-New Saturday 出演：かとうみちこ、高橋あさみ 10:00 上原喜光のぐるっと360° 出演：上原喜光、
河村由美
10:55 今月の一曲
11:00 Brand-New Saturday 出演：かとうみちこ、高橋あさみ 11:00 JP TOP 20
11:55 Weekly Recommend
12:00 ミューアのMusic Lunch
12:55 今月の一曲
13:00 あの頃青春グラフィティ

生放送

生放送

13:55 Weekly Recommend
14:00 あの頃青春グラフィティ

生放送

出演:ミューア

12:00 JP TOP 20

出演：山川智也
出演：山川智也

出演:岡野美和子

13:00 Resort Winds〜Form軽井沢〜

出演:岡野美和子

14:00 Resort Winds〜Form軽井沢〜

生放送
生放送

14:55 Weekly Recommend
15:00 あの頃青春グラフィティ

生放送

16:00 Saturday Super Legend

15:00 スーパーステーション！ 出演：城之内ミサ
出演:岡野美和子
出演：ARCHE

生放送

15:30 名取市行政情報・インフォメーション
15:45 MUSIC MUSEUM
16:00 フォークスクランブル

生放送

出演：わたなべヨシコ

16:55 今月の一曲

19:30 マスコナオミのENJOY湘南SLOWLIFE！
20:00 風とシープス… ときどき、
窪田友紀子

18:00 週刊メディア通信

19:00 Juke Box Wedsnesday

19:00 小樽からこんばんは
出演：渡邉ダイ亮、
おがわとーる

20:00 Music Book Café

20:00 Music Hot Flavor

20:00 サテライトボイス in お台場 出演：川辺保弘ほか

19

19:00 露崎春海のNatural Woman

21:00 オトナ女子×オトナ男子
出演：杉本ゆり、
津川大和

20

20:00 Sound of Oasis

21

21:00 サウンドパレット
（再）
出演：NOCCHI、RYOTA、SHOTA

21:00 爆笑コメディアンズの
「Eternal★Blade」
（再）
（提供：中華そば一休）

21:30 みちのく仙台ORI☆姫隊 ORI☆らじ

21:30 梶木敏巳のラジオブロードウェイ

出演：川辺保弘

21:30 サンドウィッチマンのラジオやらせろ！
（制作：FMいずみ）

21:30 中村繪里子

21:30 Radion尚絅

出演：尚絅SBC

キラとき☆

出演：大西貴文
23:00 たりらーりー

17:16 MUSIC MUSEUM

19:00 渡辺俊美のINTER PLAY
出演：渡辺俊美、
クサカベイベー

21:30 名取☆もうそうしnight
出演：なとり妄想女子会（提供：㈱ささ圭）

23

今月の一曲

18:00 宮野寛子のcomfortな時間

21:00 アンテナ渡辺諒の
「交差するラジオ」
出演：渡辺諒

23:00 島田かねひこの
「なとり NET BOX！」
（提供：㈱ネットプラス Neee）

小川もこデリシャスタイム

6:55

18:00 ミュージックデリバリー

21:00 爆笑コメディアンズの「Eternal★Blade」 21:00 サウンドパレット
（提供：中華そば一休）
出演：NOCCHI、RYOTA、SHOTA

22:00 THE NITE

なとらじ健康体操

6:00

17:30
17:30 名取市長の
「こんにちは！しろうです」(再)
第1,3,5週 恵む音楽 出演：齋藤恵
放送日：本放送
（水）
の後の日曜
他）なとらじミュージックセレクション
第 2,4週 Illustrator icoのpiece of natori
（提供：漁亭 浜や）

17:16 リメンバーミュージック

21:00 ビートルズNo5

22

5:45

17:01 名取市行政情報・インフォメーション

17:16 リメンバーミュージック
18

名取市行政情報・インフォメーション

17:00 防災無線(夕焼けこやけ）（提供：名取市）

17:00 防災無線(夕焼けこやけ） （提供：名取市）
17

SUN

5:30

23:00 オトナ女子×オトナ男子
（再）
出演：杉本ゆり、
津川大和

23:00 wacciの「LIVE!LIVE!LIVE!」
（制作：ラジオ3）
23:00 眠れない大人達
（再）
（制作：FMいわぬま） 23:30 るーりぃ♥みーなのukiuki ルミナス☆
出演：青木瑠璃子、
高橋未奈美

18

18:00 河口恭吾 ブートラジオ

出演：河口恭吾

18:00 Premium G 〜MUSIC GIFT〜

18:55 今月の一曲

出演：カノン

19:00 杏奈カフェ♪♪

出演：冴木杏奈

19:55 Weekly Recommend
20:00 名取市行政情報・インフォメーション
20:15 演歌タイム

22

22:00 TABARU Love Emotion

22:00 あなたの夢工房ラジオ

23

23:00 ガレッジセールのガレッジパーリー

23:00 眠れない大人達
（制作：FMいわぬま）

