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FM KITAQ 番組表
FMKITAQ TIME TABLE

月MON.

火TUE.

水WED.

木THU.

金FRI.

土SAT.

日SUN.

7
（月～木の放送時間は9：00～22：00、金は9：00～23：00）

（土日の放送時間は9：00～22：00、日曜日はミュージックプログラム）

8
9：25頃（毎日新聞） KITAQ ニュースピックアップ

9：50頃 井筒屋お買いもの情報
〈井筒屋〉

9：25頃（西日本新聞） KITAQ ニュースピックアップ 9：25頃（朝日新聞） KITAQ ニュースピックアップ 9：25頃（読売新聞） KITAQ ニュースピックアップ

9：50頃 井筒屋お買いもの情報
9：50頃 井筒屋お買いもの情報
9：50頃 井筒屋お買いもの情報
〈井筒屋〉
〈井筒屋〉
〈井筒屋〉

9：50頃 井筒屋お買いもの情報
〈井筒屋〉

10

Hop Step KITAQ

10:30～40 北橋市長のハートフルトーク

11

ドッグセラピージャパンの共生

9：00～11：55〈牡鹿鍾乳洞〉

〈ドッグセラピージャパン〉

キープオンゴーイング～欲望万歳～ 13:30～14:00
〈チームストーリー〉
ミーとアッキーの健康万歳

13:30～14:00（第1.3）

13:25～55 日常薬膳の智恵を知る
13:30～14:00（第1.3） 菜ｓのかしらの
〈田舎庵〉 14:00～10 肉の王子様 〈ニクヨシ産業〉 13:30～14:00（第2.4）
毎日感動しよるかっちゃ！ 〈菜’s〉
夢をかなえる研究所
14:20～50（第1.3） ﾌｼﾞｺのﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾙﾗｲﾌ
〈夢をかなえる研究所〉 14:00～30（第2.4）
〈サロンドフジコ〉 14:20～50（第2.4） 寺子屋一年生
女子力アップの習い事教室
〈田村産業〉
14:20～50(第2.4） ハッピーケアネット
～ﾌﾗﾜｰｼｬﾝﾃ～ 〈Flower Chante〉
〈いわさき〉

Ｊｕｍｐｉｎ’ ＫＩＴＡＱ

15:00～15 三隅弁護士のﾘｰｶﾞﾙﾄｰｸ
〈三隅珠代法律事務所〉 15:30～45 力さん國酒を語る
〈力丸酒店〉

15:30～16:30 (第3）

〈オータニ漢方薬局〉

14：00～55 〈イオン九州〉
15:00～10 Talk with Kyuden
〈九州電力北九州支社〉
15:30～40 大人哀Dream 人生劇場

17:00～30（第2.4） ハコノキの下で
〈Tanosy Inc〉

17:00～30 (第2.4）
〈JUNOALL〉

TOP保険ラジオ始めたってよ
〈TOP保険サービス〉

〈バーレスク小倉・REALBASTAR〉

ＦＭキタキュウマン

小倉ちゃちゃちゃラジオ

アンニョンコリア

ＦＯＲＺＡ ＫＩＴＡＱ
〈ギラヴァンツ北九州、MTジャパン〉

18:00～30 ディスカバーＫＩＴＡＱ
〈北九州市にぎわいづくり懇話会〉

〈JIN AIR〉

〈焼き鳥笑まる・タイムスリップ>

関門独立共和国
〈門司港まちの情報センター〉
18:40～50 週刊つりニュース

これからの時代にこの人あり （第1.3） 水曜ゴールデン
北九ロック REAL RADIO 19:30～55（第2.4）
〈ジーアイエヌエンタテイメント〉
マイライフ・マイビジネス
（第2.4） セレンディピティ～身体と心の気付き～ 〈アップル不動産・飯塚オート・
〈ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ福岡北九州店・中屋興産・
Jungle book
〈アドバンス〉
ボディプランニング〉
Player’s office 太陽と月〉
20:00～55（第1)
（第1.3） ウーマントーク
（第1.3）
（第4）

ギラヴァンデミック研究所
健康の泉
ホワイトスペース

池端克章のheart＆dream
〈若々学院神龍・オフィスラファエロ〉

コラボ・タウンネットワーク
〈北九州市立大学〉

The Power of Music

元気シニアの玉手箱

20：10～40(第2)

〈いきがい活動ｽﾃｰｼｮﾝ〉

神藤多喜子のウェルネスライフ

～KITAQクリエイティブ女子の会～

スウィングＫＩＴＡＱ

〈美里建設・スタジオ106〉

〈ふらて会〉

〈イッツスタイルジャパン〉

（第2.4） 大督の大トーク （再）

〈オズワールド〉

11:30～40 北橋市長のハートフルトーク

子ども未来ネットワーク
〈子ども未来ネットワーク北九州〉

大督の大トーク

サブカル☆ＫＩＴＡＱ

14

DＥＴＡＮサタデー

15

KITAQ MUSIC BREAK

〈よしもとクリエイティブ・エージェンシー〉

マエストロ ! お時間です

16

〈サンキュードラッグ〉

ＦＭ ＫＩＴＡＱ
ＭＵＳＩＣ ＰＲＯＧＲＡＭ

17 ケロ子姉さんのｳｨｰｸｴﾝﾄﾞﾊﾟｰﾃｨｰ
〈三隅珠代法律事務所〉
18
19

18:00～10 大人哀Dream 人生劇場

ウィークリーYAMAGUCHI通信

ＴＥＴＲＡ放送局！年の差なんて！
〈TETRA塾〉

〈エヌ・アルファ〉
（第1.3.5）スウィングＫＩＴＡＱ （再）

地域トレジャーハンター
〈ﾀｲｶﾞｰﾄﾗﾍﾞﾙ〉

（第2.4） BookRadio 私の一冊
〈中村一也税理士事務所〉
（第1.3.5） ドン・タッカーの木曜日も夜ふかし

（月～木の放送時間は22：00まで）

【 周波数FM78.5MHz 】

〈梅光学院中学校・高等学校〉

13

We Love Children

16:00～30（第2.4）やすらぎの森から
〈山水輝製薬〉 16:00～30（第1.3） よかよかスクラップ
16:00～30 和美・酒美の細道
16:00～10 大人哀Dream 人生劇場
〈ふらて会グループ〉
〈寿司もり田・BAR朔〉
16:30～17:00 (第1）
16:00～55（第2.4） 関門ロマン放送局
16:30～55（第2.4）小倉（まち）へ行こう
16:20～50（第1.3） 熱血☆野球
〈日本遺産「関門”ノスタルジック”海峡」〉
〈デザインオフィスSAN-F〉 マスター☆リョウのBigBallタイム〈大玉〉
〈WeLoveKOKURA〉

（第2）

aico

13:00～30（第2.4）
〈マリン〉

美人創生プロジェクト 〈SPA Il Sole〉

18:00～55

radio

12

(月～土）12:55～59 菊池満 歴史の扉

17:30～40 1+1=3

10:00～55（第1.3.5）知ってる？シューカツ
〈ザメディアジョン・リージョナル〉

12:00～55（第２）

ノンストップミュージック・アルバムスペシャル

REAL BASTAR Radio!!

9:00～55（第2）村上経営ラボ 〈村上経営研究所〉
9:00～55（第4）朋美のハッピートーク
〈BreadSchoolベンチタイム・プーラビダ〉

10:00～30（第2.4）
11：00～30（第1.3）

11:00～10 大人哀Dream 人生劇場

13:00～15 にこにこのたね
13:00～15 眞夢のマジカルボックス
〈マジカルボックス〉

9

20 （第2.4）

門司情報探偵団

なまらいっしょ！北海道

〈門司情報探偵団〉
21:00～30（第1）
～医療をもっと身近に～Needs放送局 〈Needs〉

Campus edge
〈小倉自動車学校・ザザグループ〉

金曜 大人の扉

カバーエリアは小倉北区を中心に、隣接する区の一部と下関市の一部です。詳しくはホームページをご覧下さい。

〈小倉けいりん〉

21 （第2.3.4.5） 小倉ちゃちゃちゃラジオ （再）
22

http://www.fm-kitaq.com

21:30～22:00 北九州オッテヨ？

〈FMしろいし〉

