
◆「PRESIDENT STATION」 全国配信局一覧

都道府県名 市区町村 ステーション名 周波数 JCBAサイマル
北海道 函館市 FMいるか 80.7
北海道 網走市 FM ABASHIRI 78.7
北海道 帯広市 FM ＪＡＧＡ 77.8
北海道 釧路市 エフエムくしろ 76.1
青森県 南津軽郡田舎館村 FM JAIGO WAVE 76.3
秋田県 秋田市 FM765 76.5
秋田県 湯沢市 FMゆーとぴあ 76.3
秋田県 鹿角市 鹿角きりたんぽFM 79.1
岩手県 宮古市 みやこハーバーラジオ 82.6
岩手県 奥州市 奥州エフエム 77.8
岩手県 大船渡市 FMねまらいん 87.5
山形県 長井市 エフエムい～じゃん おらんだラジオ 77.7 https://www.jcbasimul.com/radio/717/
宮城県 大崎市 Ｂｉｋｋｉ-ｆｍ(びっきエフエム) 83.5
宮城県 岩沼市 ほほえみ 77.9
福島県 会津若松市 FM愛’S 76.2
福島県 いわき市 ＳＥＡ ＷＡＶＥ FMいわき 76.2
福島県 須賀川市 ウルトラエフエム 86.8 https://www.jcbasimul.com/radio/1223/
山梨県 甲府市 エフエム甲府 76.3 https://www.jcbasimul.com/radio/766/
山梨県 北杜市 エフエム八ヶ岳 82.2 https://www.jcbasimul.com/radio/1197/
山梨県 富士河口湖町 エフエムふじやま 77.7 https://www.jcbasimul.com/radio/754/
山梨県 富士吉田市 エフエムふじごこ 76.8 https://www.jcbasimul.com/radio/734/
長野県 佐久市 エフエム佐久平 76.5
長野県 諏訪市 エルシーブイFM７６９ 76.9 https://www.jcbasimul.com/radio/780/
長野県 安曇野市 エフエムあづみの 76.1
新潟県 新潟市秋葉区 ラジオ　チャット 76.1
新潟県 柏崎市 FMピッカラ 76.3
新潟県 新発田市 ラジオ アガット 76.9 https://www.jcbasimul.com/radio/781/
新潟県 上越市 FM-Ｊ 76.1 https://www.jcbasimul.com/radio/770/
新潟県 十日町市 ほっこりラジオ 78.3
富山県 高岡市 ラジオたかおか 76.2 https://www.jcbasimul.com/radio/815/
富山県 砺波市 エフエムとなみ 76.9 https://www.jcbasimul.com/radio/818/
石川県 小松市 ラジオこまつ 76.6 https://www.jcbasimul.com/radio/814/
福井県 福井市 福井街角放送 77.3
茨城県 高萩市 たかはぎFM 76.8
茨城県 久慈郡大子町 FMだいご 77.5 https://www.jcbasimul.com/radio/758/
茨城県 水戸市 FMぱるるん 76.2
茨城県 鹿嶋市 FM　かしま 76.7 https://www.jcbasimul.com/radio/756/
茨城県 牛久市 うしくFM 85.4
群馬県 沼田市 FM ＯＺＥ 76.5 https://www.jcbasimul.com/radio/735/
群馬県 伊勢崎市 いせさきFM 76.9
千葉県 木更津市 ＢＲＥＥＺＥ　ＲＡＤＩＯ 83.4 https://www.jcbasimul.com/radio/757/
千葉県 成田市 Radio NARITA 83.7 https://www.jcbasimul.com/radio/755/
千葉県 八千代市緑が丘 ふくろうFM 85.8 https://www.jcbasimul.com/radio/727/
東京都 世田谷区 エフエムせたがや 83.4
神奈川県 横須賀市 FMブルー湘南 78.5 https://www.jcbasimul.com/radio/769/
神奈川県 横浜市戸塚区 エフエム戸塚 83.7
神奈川県 横浜市中区 マリンFM 86.1
愛知県 豊橋市 エフエムやしの実 84.3
愛知県 岡崎市 FMおかざき 76.3
愛知県 瀬戸市 RADIO SANQ 84.5 https://www.jcbasimul.com/radio/804/
静岡県 御殿場市 富士山ＧＯＧＯエフエム 86.3 https://www.jcbasimul.com/radio/803/
静岡県 三島市 ボイス　キュー 77.7 https://www.jcbasimul.com/radio/801/
静岡県 伊東市 FMなぎさステーション 76.3 https://www.jcbasimul.com/radio/1249/
静岡県 島田市 ｇ－ｓｋｙ76.5 76.5 https://www.jcbasimul.com/radio/806/
岐阜県 多治見市 FMＰｉＰｉ 76.3 https://www.jcbasimul.com/radio/810/
岐阜県 岐阜市 FM わっち 78.5 https://www.jcbasimul.com/radio/807/
岐阜県 可児市 ＦＭラインウェーブ 76.8
三重県 名張市 エフエムなばり （なばステ） 83.5 https://www.jcbasimul.com/radio/784/
三重県 いなべ市 いなBee(いなべエフエム) 86.1 https://www.jcbasimul.com/radio/802/
三重県 鈴鹿市 Suzuka Voice FM 78.3
大阪府 豊中市 FM千里 83.7 https://www.jcbasimul.com/radio/1234/
兵庫県 豊岡市 FM　ＪＵＮＧＬＥ 76.4
兵庫県 丹波市 805たんば 80.5 https://www.jcbasimul.com/radio/1281/
京都府 綾部市 FMいかる 76.3 https://www.jcbasimul.com/radio/847/
京都府 福知山市 ふくちやまＦＭ丹波 79
滋賀県 草津市 ROCKETS785 78.5 https://www.jcbasimul.com/radio/823/
奈良県 生駒郡 エフエムハイホー 81.4 https://www.jcbasimul.com/radio/825/
岡山県 岡山市 レディオ モモ 79 https://www.jcbasimul.com/radio/858/
岡山県 笠岡市 エフエムゆめウェーブ 79.2
広島県 福山市 レディオＢＩＮＧＯ 77.7 https://www.jcbasimul.com/radio/859/
広島県 尾道市 エフエムおのみち 79.4 https://www.jcbasimul.com/radio/857/
広島県 広島市 ＦＭちゅーピー 76.6 https://www.jcbasimul.com/radio/851/
広島県 三原市 ＦＭみはら 87.4 https://www.jcbasimul.com/radio/1238/



山口県 下関市 ＣＯＭＥ ＯＮ ! FM 76.4 https://www.jcbasimul.com/radio/856/
山口県 周南市 しゅうなんFM 78.4 https://www.jcbasimul.com/radio/855/
香川県 坂出市 FM７６１ 76.1
香川県 高松市 Ｍａｎｄｅｇａｎ (FM８１５) 81.5
愛媛県 新居浜市 ハートにいはまエフエム 78 https://www.jcbasimul.com/radio/860/
福岡県 築上郡筑上町 スターコーンFM 76.7
福岡県 八女市 ＦＭ八女 80.1 https://www.jcbasimul.com/radio/880/
福岡県 大牟田市 FMたんと 79.3
福岡県 直方市 FMちょっくらじお 86.1
佐賀県 佐賀市 えびすＦＭ 89.6
長崎県 壱岐市 壱岐エフエム 76.5
長崎県 島原市 FMしまばら 88.4
長崎県 佐世保市 はっぴぃ!FM 87.3
長崎県 南島原市 FMひまわり 87.6
熊本県 八代市 Ｋａｐｐａ　FM 76.5 https://www.jcbasimul.com/radio/882/
熊本県 熊本市 FM７９１ 79.1 https://www.jcbasimul.com/radio/869/
熊本県 天草市 みつばちラジオ 88.8
大分県 佐伯市 さいきエフエム 78.9
大分県 中津市 NOAS FM(ノースエフエム) 76.4 https://www.jcbasimul.com/radio/876/
宮崎県 宮崎市 サンシャインFM 76.1
宮崎県 日向市 ＦＭひゅうが 76.7
宮崎県 延岡市 ＦＭのべおか 88.6
鹿児島県 薩摩川内市 ＦＭさつませんだい 87.1
沖縄県 石垣市 FMいしがき サンサンラジオ 76.1
沖縄県 沖縄県宮古島市 エフエムみやこ 76.5
沖縄県 中頭郡北谷町 FMニライ 79.2


