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報道各位

サンリオ人気キャラクターのマイメロディがラジオ DJ に初挑戦！

TS ONE 新番組 『マイメロディのマイメロセラピー』
～4 月 7 日（日）より毎週日曜 16:30 放送～
株式会社エフエム東京のグループ会社で、無料デジタル放送「i-dio(アイディオ)」のコンテンツ・プロバイダーである
TOKYO SMARTCAST 株式会社（代表取締役社長：武内英人）は、株式会社サンリオ（代表取締役社長：辻
信太郎）とのコラボレーションにより、4 月 7 日（日）より、新番組『マイメロディのマイメロセラピー』の放送を開始いた
します。サンリオの人気キャラクターであるマイメロディが初めてのラジオパーソナリティをつとめ、リスナーからのお悩み相談
などに対し、言葉と選曲で癒しをお届けする 30 分です。

★来年 45 周年を迎える「マイメロディ」が女性たちの悩みに寄り添います
1975 年に誕生したマイメロディは、来年 2020 年に 45 周年を迎えます。女性たちの心に寄り添うマイメロディが、ストレス
社会に生きる女性たちのそばで、 言葉や体験を通して「心の安定」をもたらす、それが「マイメロセラピー」です。
番組では、メロディが住むマリーランドの中の＜おんがくの森＞から、メロディが
DJ となって、様々な悩みやストレスを抱えているお友だち（リスナー）から寄
せられた相談に対し、言葉と音楽で励まします。学校や職場でのちょっとしたス
トレスの話から、進路、転職などの人生の岐路での不安、人間関係での悩み
など、どんな話でも＜メロディのピュアな心＞と＜精一杯のボキャブラリー＞で向
き合い、言葉にならない気持ちは、音楽に託して思いを届けます。

★お悩み相談の番組採用者にはマイメログッズのプレゼントも
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本日オープンの番組 HP にてお悩み相談の応募を随時受け付けます。番組で採用された方には、＜マイメロディ リフレッシュ
ウオーター＞をプレゼント。また、番組開始の際には TS ONE 公式 Twitter にて、＜マイメロディ うたた寝クッション＞が当
たるリツイートキャンペーンを実施します（4 月 4 日～4 月 19 日実施予定）。

【 番 組 概 要 】
◆番組名： 『マイメロディのマイメロセラピー』
◆放送日時： 初回放送 毎週日曜 16:30～17:00(初回放送：4 月 7 日)
リピート放送 月曜 23:00～23:30 火曜 17:00～17:30 水曜 12:00～12:30
木曜 20:00～20:30 金曜 17:00～17:30
◆出演： マイメロディ (愛称：メロディ)
◆番組ページ： https://www.tokyosmart.jp/mymelody/

●お問い合せ：TOKYO SMARTCAST 株式会社(広報担当）tel.03-3221-0080(代表）
●マイメロディについてのお問い合わせ：株式会社サンリオ 広報・IR 室 広報課 tel.03-3779-8110
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◆お悩み募集ページ：

http://www.tokyosmart.jp/mymelody/entry/312

◆マイメロディ紹介ページ (サンリオ公式サイト):
https://www.sanrio.co.jp/character/mymelody/
◆マイメロディ公式 Twitter： https://twitter.com/Melody_Mariland
◆特別協力： 株式会社サンリオ

新放送サービス『i-dio（アイディオ）』とは
新放送サービス『i-dio』は 2016 年 7 月１日に放送を開始した、新しい無料デジタル放送です。音声・映像チャンネ
ルや、自治体向け防災情報伝達システム「V-ALERT®」など、多様なサービスが提供されています。現在の放送エリア
は東北、関東・甲信越、北陸・東海、近畿、中国・四国、九州・沖縄の 6 ブロックで、順次拡大中。専用チューナーを
用いた受信のほか、チューナーをお持ちでなくても、インターネット経由にて無料で視聴いただけるスマホアプリも提供して
います。くわしい利用方法は下記をご確認ください。
i-dio 公式サイト http://www.i-dio.jp/
i-dio 総合コールセンター 0570-04-1610 （ナビダイヤル 年中無休：10 時～18 時）

「TS ONE」は『TS PLAY by i-dio』アプリなら全国で視聴可能！
i-dio で TOKYO SMARTCAST 株式会社が提供するフラッグシップチャンネ
ル「TS ONE」は、独自の受信アプリ『TS PLAY by i-dio』をお使いいただくこと
で、i-dio の放送エリアに関わらず、日本全国にて無料でインターネット経由の視
聴を楽しむことができます。ご視聴には、『TS PLAY by i-dio』をぜひご利用くだ
さい。『TS PLAY』は iOS、Android のほか、Windows 版も提供されています。
「TS ONE」は、高音質な音声とデータ放送が連動した「聴いて、見て、SNS でシェアしながら楽しむ」エンターテインメン
トチャンネルです。「飯田里穂のオールアニソン TOP20」をはじめ、新譜リリースやライブ開催にあわせて 1 アーティストの
楽曲を 2 時間たっぷりお届けする特集プログラム「BUZZ FLAG」や声優、アイドル、モデルなど、さまざまな分野で個性
豊かに活動中の「今」注目すべきパーソナリティが月替わりで 1 時間番組を担当する「TS ONE UNITED」。また、
EXILE THE SECOND、SPYAIR などの J-POP アーティストから元宝塚歌劇団雪組トップスター壮一帆、美容誌
「MAQUIA」とのコラボによるビューティ情報番組と、多彩なレギュラープログラムが揃っています！2017 年 4 月からは全
国及び PC での視聴を可能にし、また 9 月には全国の自治体が定める災害時の避難所検索・ナビゲート機能を 4 か
国語で利用可能な「防災情報 全国避難所ガイド」アプリとの連携をスタートするなど、今後さらに放送×通信の特性
を活かした視聴者とのコミュニケーションプラットフォームやコンバージョンサービスも展開していきます。
＜関連 URL＞
■TS ONE 公式サイト:https://www.tokyosmart.jp/
■TS ONE 公式ツイッター:https://twitter.com/tsone_idio
■TS ONE 公式インスタグラム:https://www.instagram.com/tsone_idio/
■TS ONE 公式 YouTube チャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC7NE-xxYGXJ-yq_Oibakorg

●お問い合せ：TOKYO SMARTCAST 株式会社(広報担当）tel.03-3221-0080(代表）
●マイメロディについてのお問い合わせ：株式会社サンリオ 広報・IR 室 広報課 tel.03-3779-8110
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【「TS ONE」の視聴方法】
1.

お持ちのスマートフォンまたはパソコンに、「TS ONE」の視聴専用アプリ
『 TS PLAY by i-dio 』 (無料) をダウンロードしてください。
★ダウンロードはこちら → http://tsplay.tokyosmart.jp/

2.

ダウンロードした『TS PLAY by i-dio』アプリを起動することで、
高音質なデジタル放送をお楽しみいただくことができます。

3.

受信モードをお選びいただき、放送をお楽しみください。

iOS8 以上
Android4.4 以上
Windows10 以上に対応

(ア) 対応機器（チューナー、端末）をお持ちの方は＜i-dio 放送受信モード＞で放送をお楽しみいただけます。
放送エリアにつきましては、http://www.i-dio.jp/area/をご確認ください。
(イ) ＜インターネット受信モード＞で放送をお楽しみいただく場合は、
2017 年 4 月 1 日より日本全国各地域にてご視聴いただけるようになりました。

ＴＯＫＹＯ ＳＭＡＲＴＣＡＳＴ株式会社について
TOKYO SMARTCAST 株式会社は、デジタルの高音質で放送する「TS ONE」をはじめとした、
生活を豊かにする様々なコンテンツとの出会いと、「安全・安心」サービスの実現に向けて、放送と通信
のデジタルコミュニケーションプラットフォームサービスを提供していきます。
※TOKYO SMARTCAST 株式会社 公式サイト：https://www.tokyosmart.jp/

以上

●お問い合せ：TOKYO SMARTCAST 株式会社(広報担当）tel.03-3221-0080(代表）
●マイメロディについてのお問い合わせ：株式会社サンリオ 広報・IR 室 広報課 tel.03-3779-8110
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