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業界初のインターネットラジオ各局共同のキャンペーンがスタート！ 

「ネット・ラジオ・コラボ ＦＥＥＬ ＦＲＥＥ 」 
－ ７月２３日（水）から８月８日（金）まで－ 

各ラジオ局が“自由に生きられる音楽”をテーマにプロモーションを展開、 

インテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジーが強力にサポート。 

 

インターネットラジオ推進協議会（参加企業：J-WAVE、TBS R&C、ニッポン放送、文化放送、 

日経ラジオ社、電通）とインテル株式会社は、7 月 23 日（水）から 8 月 8 日（金）まで、協議会に参加す

るインターネットラジオ局とインテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジーとのコラボレーショ

ン・キャンペーン、「ネット・ラジオ・コラボ FEEL FREE 自由に生きられる音楽 100 supported 

by インテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジー」を実施します。 

インターネットラジオは既に世界各国で普及していますが、最近日本でも大きく注目されは

じめています。今やパソコンは、日常生活における音声再生ツールとして家庭でも職場でも認

知されており、好きな番組や音楽が無料で自由に楽しめるインターネットラジオ放送の可能性

はますます高まっています。今回のキャンペーンは、ノートブックの機能や自由度を上げる 

インテル®  Centrino® プロセッサー・テクノロジーとの共同キャンペーンとして、インター

ネットラジオの楽しみ方を体感してもらうものです。 

 

■キャンペーン概要                                  

インターネットラジオ 5局 6チャンネルが「自由に生きられる音楽 100」をテーマに、特別

編成で放送する初のコラボレーション企画です。7 月 23 日（水）～8 月 8 日（金）の期間中、

“心が自由になる音楽”、“自由気ままなライフスタイルを応援する音楽”を各局が番組内で紹

介していきます。キャンペーンに合わせてスタートする共同ポータルサイトでは、各局が提供

する番組の検索・視聴をワンストップで行うことが可能になります。 

インテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジーは、初のインターネットラジオ共同キ

ャンペーンをサポートすることで、インターネットラジオが提供する“コンテンツの充実感”

や聴取スタイルの“自由度”を通じて PC ユーザーにより新しい音声メディアの誕生を実感し

て頂き、新しい PC 活用シーンを提案していきます。 



■共同ポータルサイト：www.kikeru.com 

 インターネットラジオなら無料で自由に音楽やトークを楽しめます 

 

 

http://www.kikeru.com/


■共同ポータルサイトの概要 

当キャンペーンの実施を契機に、07 年 7 月より電通がサービス開始をしているインター

ネットラジオ再生ツール「kikeru ツールバー」のダウンロードサイトを、各局が提供する番組の検

索・視聴をワンストップで行うことが可能な共同ポータルサイトとしてキャンペーンを展開します。 

＜特徴＞ 

① ポータルサイト内に、６チャンネルの番組聴取を容易にするための統合型ランチャーを搭載し、

リスナーのユーザビリティを向上させています。  

② サイト上に各チャンネルの番組情報が一週間先まで一覧できる統合 EPG(電子番組表)を配置

し、聴きたい番組情報の把握を容易にしてリスナーの拡大を図ります。 

③ 直近のキャンペーンに連動して編成される番組情報をプッシュ型で発信する Coming Next 

機能を持ち、キャンペーン認知および番組参加の拡大を図ります。 

 

●統合型ランチャー 

ポータルサイト内に、各チャンネル切換えが簡単に聴取できるランチャーが内蔵されてい

ます。 

 

 

 

    



■キャンペーン期間中の予定番組について                         
 

 Brandnew J（J-WAVE） 
 
GREEN BREEZE  Net Radio Collaboration 

FEEL FREE～自由に生きられる音楽 100～ Supported by インテル® Centrino® プロセッサー･テクノロジー 
月~金 9:30~9:40, 10:30~10:40, 11:30~11:40 

「リスナーの皆さんに、3 曲ノンストップのリクエストゾーンを自由解放！」 
 

 OTTAVA（TBS R＆C） 
 
Caffe rosso Powered by インテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジー  月~金 13:30~14:00 
Caffe bianco Powered by インテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジー  土･日 10:30~11:00 

「自由をテーマにした、クラシック ノンストップ MIX 番組」 
 

 Suono Dolce（ニッポン放送） 
 
Bitter Sweet Love Songs FEEL FREE to Love   

by インテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジー  月~金 16:00~17:00 
「恋する気持ちを大胆に、自由に表現したラブソングを特集」 

Tokyo After 6 FEEL FREE by インテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジー  月~金 18:30~18:40 
「『自由に○○する』をテーマに、苦難や逆境を乗り越えて自由を手に入れた人々のエピソードを、 

音楽とともに紹介」 
 

 UNIQue the RADIO（文化放送） 
 
インテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジー プレゼンツ Click on Freedom 

月~土 8:00~10:00,14:00~16:00,22:00~24:00,土 11:00~13:00 
「下記の番組内で世界各国のレアな音楽を自由なリクエストにお応えしてお届けします」 

~ FrançAcTubes 
「ニース出身のＤＪシリル・コピーニがご案内する、現在進行形のフランス音楽シーン」 

~ radio intoxicate 
「クラシック、ジャズ、現代音楽、ワールドミュージック･･･タワーレコードのフリー誌が、知られざる優れた音

楽の世界にご案内」 
~ Orient Express 

「注目の音楽ライター、サラーム海上が誘う 新のワールドミュージック・トレンド」 
~ kikyu sky station 

「イベントオーガナイザーkikyu による、クラブシーンの今と、現在進行形のアートの世界」 

ＵＮＩＱｕｅ ｔｈｅ ＲＡＤＩＯ Listen Freedom powered by インテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジー  

8/3（日）22:00~22:30 
「注目の音楽ライター、サラーム海上が誘う 新のワールドミュージック・トレンド」 
 

 超!A&G+（文化放送） 
 
Voice of A&G Digital 超ラジ！Girls  インテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジー 

presents Feel Free Time！  月~土 7:00~8:00,13:30~14:30,17:00~18:00,23:30~24:30 
「自由をテーマにしたメールやアニメソングリクエストを、若手女性声優が日替わり生放送でご紹介」 

Voice of A&G Digital 超ラジ！  インテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジー 
presents Feel Free Time！  月~土 8:30~10:00,14:30~16:00,18:30~20:00,24:30~26:00 

「自由をテーマにしたメールやアニメソングリクエストを、超！A&G＋の看板生ワイド番組でご紹介」 
 

 ラジオ NIKKEI（日経ラジオ社） 
 
FEEL FREE supported  ｂｙ インテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジー   月~金 15:15~15:45 

「自由をテーマに、リラックスして聴いていただけるニュース、情報、音楽をお届けします」 
 



■インターネットラジオ広告市場について                            

インターネットラジオは海外との比較において複雑な権利処理が内在するため日本国内

ではメジャー楽曲等のリッチコンテンツのサービスが課題となっていましたが、民放ラジ

オ各局の様々な試行の末に実現してきているサービスとなっています。07 年 4 月以降には

ほとんどの東京キー局のラジオ局が揃って、音楽もふんだんに使用されたインターネット

ラジオを運営するようになり、1年間で推計約 160 万ユーザーに拡大、登録者数は 1ヵ月あ

たり 10 万名～15 万名程度のペースで増加しています。また、広告主となる企業からも、ＷＥ

Ｂ上でのブランドコミュニケーション強化に際してインターネットラジオの活用に 近注目が集まっ

てきております。各局のインターネットラジオユーザーの合計が普及拡大のステージの目安である

100 万ユーザーを超えてきていることから、今回インテル® Centrino® プロセッサー・テクノ

ロジー のサポートで共同のキャンペーンを実施し、インターネットラジオのユーザー拡大と広告

マーケットとしての成長を積極的に推進していきます。 
 

■メディアの普及ステージ（電通総研「複眼観測プロジェクト」08.1 月） 

 
 

 

 

■この件に関するお問い合わせ先                      

         インターネットラジオ推進協議会 事務局 

（株式会社電通 ラジオ局 開発推進部内） 

担当：野上・近藤 phone.03-6216-8083 

  

           インテル株式会社 広報室 

             担当：青木 TEL: 03-5223-9100（代） 


