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報道各位

TOKYO SMARTCAST Inc.が SMG (SHANGHAI MEDIA GROUP) RADIO と
業務提携契約締結
外務省「中国交正常化 45 周年」
「日中平和友好条約締結 40 周年事業」認定

日中共同制作 新番組『侬好，東京』４月放送開始！
上海人気ラジオ局「动感 101FM」と「TS ONE」
、2 カ国放送
TOKYO SMARTCAST 株式会社（代表取締役社長：武内英人）は、中華人民共和国最大級のメディア
グループ SMG (SHANGHAI MEDIA GROUP) RADIO (代表取締役：孙向彤)と業務提携契約を結びました。こ
れにより今年、共同で新番組『侬好(ノンホウ)，東京』を制作し、上海人気ラジオ局「动感 101FM」お
よび i-dio のフラッグシップ高音質チャンネル「TS ONE」の両局にて、4 月より 2 カ国における放送を
開始いたします。
また、本共同制作番組は日中間の幅広い文化交流を目的とした行事とその趣旨により、「日中国交正
常化 45 周年」「日中平和友好条約締結 40 周年」を記念する周年行事として、外務省より認定されま
したことを併せてお知らせいたします。

★外務省「日中国交正常化 45 周年」「日中平和友好条約締結 40 周年」事業に認定
日本と中国との間では、2017 年に「日中国交正常化 45 周年」、2018
年に「日中平和友好条約締結 40 周年」を迎えます。この度、TOKYO
SMARTCAST 株式会社と SMG RADIO の共同制作・両メディア放送とな
る新番組『侬好，東京』は、日本と中国の「“爆”文化交流」を目的
としたそのコンセプトが認められ、外務省より周年事業として認定さ
れました。

★東方広播 SMG (SHANGHAI MEDIA GROUP) RADIO とは
SMG RADIO は 2014 年に設立された中国最大のメディ
アグループ SMG（SHANGHAI MEDIA GROUP）の子会社で
す。
SMG RADIO は現在、ニュース・交通・ドラマ・スポー
ツ・音楽など 13 のラジオチャンネルを運営し、2016 年末の時点で、上海におけるリスナーの市場シェア
86.29％を獲得。また IP サイマルにより中国だけでなく 96 ケ国で視聴可能です。
東方広播 (SMG RADIO) 韩副社長 コメント
「東方広播と TOKYO SMARTCAST が一緒に音楽の新しい未来を創造していくことを期待しています。」

★「动感 101FM」は中国・アジアでポップ・ミュージックをリードするラジオチャンネル！
SMG RADIO が提供する「动感 101FM」は、上海を拠点とし、
約 530 万人以上の人々が視聴する超人気ラジオチャンネル。IP
サイマル放送により中国全土へ放送されていることから、その
人気は上海だけにとどまらず、中国全体から非常に高い人気を
誇っています。
またラジオ番組だけでなく、毎年行われるチャイニーズ・ト
ップテン・ミュージック・アワードの主催のほか、米国グラミ
ー賞や英国ブリット・アワードの紹介や、野外イベントの開催など、世界における文化交流の大使としてア
ジアにおけるポップ・ミュージックをリードしています。
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★人気パーソナリティが全編中国語でナビゲート、最新トレンド情報も満載！
番組パーソナリティは、上海生まれで NHK 紅白歌合戦にも出場した『amin』と、「动感 101FM」の人気
DJ『丁丁』が担当。中国・日本両国の「“爆”文化交流」をめざし、レコメンド楽曲やトレンド・最新情報
を上海・東京の両都市から紹介するとともに、日本アーティストの上海での活動や、中国のアーティストの
日本における活動を互いにサポートしていきます。

★視聴アプリ「TS PLAY」で日本語表示を完全サポート。SNS による発信も！
日本国内「TS ONE」における放送では、デジタル放送の特性を活かし、音声の全編中国語放送と同時に専
用視聴アプリ「TS PLAY」画面上ではテキストを日本語表示でフルサポート。更にトレンド情報紹介のコー
ナーではトーク内容と連動した画像表示で、より視覚的・リアルな現地の情報をチェックできるほか、SNS
投稿も簡単操作でお楽しみ頂けます。

【 新 番 組 概 要 】
◆番組名：
『侬好，東京』 … 「侬好（ノンホウ）」は上海弁で“こんにちは”という意味です。
◆放送日時：第 1 回放送 2017 年 4 月 3 日(月) 21 時 00 分より
【TS ONE】初回放送 毎週 月曜日 21 時 00 分～21 時 30 分
リピート放送 毎週 土曜日 6 時 00 分～6 時 30 分 / 日曜日 21 時 00 分～21 時 30 分
【动感 101FM】初回放送

毎週 土曜日 19 時 30 分～20 時 00 分

◆放送エリア (TS ONE)：
・インターネット受信モード…日本全国視聴可能 (「TS PLAY」アプリのみ対応)
・i-dio 放送受信モード…関東・甲信越、東海・北陸、近畿、九州・沖縄エリアの一部
◆出演： amin / 丁丁
【amin プロフィール】
上海テレビ番組のコンテストで優勝、上海でトッ
プ・アイドルとして人気を博す。19 歳で初来日し、
2005 年には愛・地球博、2010 年には上海万博で、
中国を代表する歌手としてテーマソング・万博歌曲を
披露するなど日中で活躍中。
【丁丁（李炯定） プロフィール】
2007 年より「动感 101FM」で番組 DJ を担当、ア
ジア 7 ヶ所連動放送番組の DJ を担当するなど、幅広
い人気を誇る上海出身の実力派 DJ。受賞歴は音楽 DJ
トップ 10『全国十佳音楽 DJ』獲得や、『SMG 名優新
主持人（MC）
』の最高栄誉「名 MC」賞を最年少で受
賞など。

amin

丁丁

◆番組ページ：http://www.tokyosmart.jp/ (※後日公開)
◆提携・共同制作：上海メディアグループ SHANGHAI MEDIA GROUP RADIO
◆日中国交正常化 45 周年，日中平和友好条約締結 40 周年に関する認定事業について
外務省ホームページ：http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press3_000251.html
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フラッグシップチャンネル「TS ONE」について
【「TS ONE」の視聴エリア、4 月 1 日より全国へ拡大！】
2017 年 3 月２９日現在、福岡・東京近郊・大阪・東海の一
部地域より順次拡大中の i-dio 放送視聴エリアですが、このたび
チャンネル「TS ONE」は i-dio の他チャンネルに先駆け、独自アプ
リ「TS PLAY」における＜インターネット受信モード＞による番組受
信可能地域を、2017 年 4 月 1 日より「日本国内全地域」へ拡
大いたします。本視聴エリアの拡大は、チャンネル「TS ONE」のみ
に特化した形で、TOKYO SMARTCAST 株式会社が独自にご
提供する新機能となります。
これにより、専用視聴アプリ「TS PLAY」によるインターネット経
由でのご視聴で、今までお聞きいただくことができなかった地域の多
くの皆様にも番組をお楽しみいただけます。
また今後、専用視聴アプリ「TS PLAY」ならではの新たな機能と
して、ご視聴地域や視聴される方のステータス情報に応じた、
様々なお得情報の発信を展開予定です。ユーザーのみなさまや
地域へより密着した情報の配信を、より多くの皆さまへお届けしてまいります。
※「TS ONE」は日本国内地域視聴専用です。海外での視聴には対応しておりません。

【視聴アプリ「TS PLAY」、Windows 版が新たにリリース！】
「TS ONE」をよりお楽しみ頂くことのできる専用視聴アプリ「TS PLAY」は、4 月 1 日の視聴エリア拡大に合わせて、
Windows アプリ版を新たにリリースいたします。
日本国内パソコン市場においてトップシェアを維持する Windows 8.1/10 へ対応することにより、更なるユーザー獲
得を目指すと共に、今までのスマートフォン向け iOS/Android 版アプリと合わせて、生活の中でより多彩なシチュエーシ
ョンで番組をお楽しみいただけます。
なお、今後更に対応機種の拡大を順次予定しております。いつも高音質の音楽を、いつでもより身近に、より快適に
お楽しみ頂くことができるよう、サービス開発に取り組んでまいります。

【4 月スタートの新番組、続々登場！】
「TS ONE」では、4 月からの「TS PLAY」視聴エリアの全国拡大に伴い、番組のラインナップを大幅に追加いたしまし
た。詳細はぜひ「TS ONE」ホームページにてご覧ください。

【「TS ONE」とは？】
無料デジタル放送「i-dio(アイディオ)」で楽しめる「TS ONE」は、地上波デジタル放送最高の音質（※）でお届け
する音楽・カルチャー・ニュースを中心とする新しいステーションです。音楽業界との協創を目指し、新人アーティストの発
掘・応援を展開してまいります。
また、一流のレコメンダーによる選曲をリスナーの生活スタイルに合わせて届ける番組を通して、「新しい音楽との出会
い」や「音楽に込められた想い」を伝えるプレイリスト文化の発信拠点を構築していきます。
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。
※地上波デジタル放送最高音質…AAC 形式/320kbps で放送し、今後はハイレゾ級音質「96kHz」音源にも対応
予定。
※TS ONE 公式サイト http://www.tokyosmart.jp/
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【「TS ONE」の視聴方法】
1.

お持ちのスマートフォンに、「TS ONE」の視聴専用アプリ
『 ＴＳ ＰＬＡＹ 』 (無料) をダウンロードしてください。
※TS PLAY ダウンロードポータルサイト http://tsplay.tokyosmart.jp
iOS 版 … iOS8 以上に対応
https://itunes.apple.com/jp/app/ts-play/id1083505869?l=jp&mt=8
Android 版 … Android4.4 以上に対応
https://play.google.com/store/apps/details?id=style.cast.tsplay&hl=ja
2017 年 4 月より Windows8.1 以上に対応予定
http://tsplay.tokyosmart.jp

2.

ダウンロードした『TS PLAY』アプリを起動することで、
地上波デジタル放送最高音質の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。
(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ます。

進化する新放送サービス『i-dio（アイディオ）』とは
新放送サービス『i-dio』は、地上アナログテレビ放送終了後に空いた周波数帯 （VHF-Low 帯＝99MHz～
108MHz）を利用して創設された放送サービス。既存のテレビでもラジオでもない全く新しい“第３の放送”です。
「i-dio」は、映像・音響・データなど、デジタルデータなら何でも送ることが可能。また放送波で送信するため、通信と
は異なり、輻輳もなく、一斉同報で広範囲に情報を送ることができ、さらにリアルタイム放送・蓄積型放送も可能です。
昨年 7 月１日から、東京・名古屋・大阪・福岡で放送が開始され、その後順次、全国へと拡大しています。
※i-dio 公式サイト http://www.i-dio.jp/

ＴＯＫＹＯ ＳＭＡＲＴＣＡＳＴ株式会社について
TOKYO SMARTCAST株式会社は、地上波デジタル放送最高音質で放送する「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、「安心・安全」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 http://www.smartcast.co.jp/
以上
4/ 4

