
配信先メディア一覧（一部）
※配信希望のメディアございましたらお気軽に問い合わせください

＜テレビ＞
フジテレビジョン 富山テレビ あいテレビ
テレビ東京 テレビ金沢 愛媛朝日テレビ
テレビ朝日 北陸放送 山梨放送
TBSテレビ 福井テレビ テレビ山梨
日本テレビ 高知放送 山形テレビ
NHK テレビ高知 さくらんぼテレビ
讀賣テレビ 高知さんさんテレビ テレビユー山形
朝日放送 広島テレビ 山形放送
テレビ埼玉 テレビ新広島 ミヤギテレビ
石川テレビ 中国放送 東北放送
つくばテレビ 広島ホームテレビ 秋田テレビ
TVQ九州放送 山口放送 信越放送
トムソン・ロイター・マーケッツ テレビ山口 北日本放送
静岡放送 山口朝日放送 チューリップテレビ
福岡放送 FBS福岡放送 テレビユー福島
北海道放送 RKB毎日放送 新潟テレビ21
秋田朝日放送 テレビ西日本 新潟放送
テレビ大阪 長崎国際テレビ 新潟総合テレビ
中部日本放送 テレビ長崎 テレビ信州
宇都宮ケーブルテレビ 長崎放送 長野放送
中京テレビ 熊本県民テレビ 長野朝日放送
青森放送 長崎文化放送 静岡第一テレビ
CBCテレビ 熊本放送 テレビ静岡
テレビ神奈川 テレビ熊本 静岡朝日放送
千葉テレビ 熊本朝日放送 テレビ岩手
ABC朝日放送 大分放送 IBC岩手放送
読売テレビ 大分朝日放送 秋田放送
MBS毎日放送 宮崎放送
名古屋テレビ 鹿児島読売テレビ
とちぎテレビ 南日本放送
テレビ北海道 北陸朝日放送
福井放送 鹿児島テレビ放送
サガテレビ 鹿児島放送
群馬テレビ 琉球放送
テレビ宮崎 沖縄テレビ放送
福島中央テレビ 琉球朝日放送
テレビ大分 西日本放送
東海テレビ 山陽放送
テレビ愛媛 日本海テレビ
四国放送 山陰放送
青森テレビ 山陰中央テレビ
青森朝日放送 岡山放送
岩手朝日テレビ 瀬戸内海放送
岩手めんこいテレビ テレビせとうち
テレビ新潟 KBS京都
仙台放送 奈良テレビ放送
三重テレビ放送 東日本放送
岐阜放送 北海道文化放送
南海放送 福島放送

＜雑誌＞
デジタルカメラマガジン ぴあ関西版 BICYCLE NAVI
日経エコロジー アクティブじゃらん/リラックスじゃらん 通販生活
日経デザイン 旅の手帖 月刊学校給食
日経エレクトロニクス ALBATROSS-VIEW 食品と開発
日経ものづくり 月刊バスケットボール 臨床栄養
日経コミュニケーション GOLF TODAY 長野komachi
日経NETWORK SoccerMagazine ZONE 月刊acute
日経ネットナビ 週刊サッカーダイジェスト クラブハーレー
日経バイト Como BMW BOXER Journal
日経クリック JUNIE 機械設計
日経PC21 CHANTO シール＆ラベル
日経情報ストラテジー Seventeen 月刊アミューズメント産業
日経システム構築 Popteen フードジャーナル
日経ソフトウエア Mrs.Living ACT4
日経Linux AXIS フィギュア王
日経コンストラクション creabeaux 厨房
日経ホームビルダー 音楽と人 BISES
日経ドラッグインフォメーション OZ magazine アートコレクターズ
日経エレクトロニクス・アジア B-maga ブランドBargain
日経バイオテク ポピュラーサイエンス日本版 JAPAN PRECIOUS
週刊朝日 .NETテクノロジー ランドネ
AERA ECO VISION TJカゴシマ
週刊現代 別冊宝島 saga+people
ウルトラONE 住宅情報関西版 タウン情報とやま
CUTiE 読売ファミリー タウンマガジンいわき
sweet 月刊コミックバーズ モノ・スタイル アウトドア
日経TRENDY デジモノステーション af imp
パソコン購入ガイド DODA関東版 マッスル・アンド・フィットネス ／ パーソナルトレーニング



BIG tomorrow 乳業ジャーナル スキーグラフィック
FINE BOYS Stream NOW iPhone Magazine
THE21 OPTCOM フットウエア・プレス
エコノミスト DAZED & CONFUSED JAPAN プラントエンジニア
Software Design IT＆家電ビジネス 昭和40年男
pumpkin WEB+DB PRESS デザインのひきだし
Tarzan 月刊エアライン Gワークス
宣伝会議 グランプリトクシュウ GT-R Magazine
TokaiWalker キネマ旬報 モデルアート
モノ・マガジン 月刊製菓製パン 日刊建設産業新聞 大阪支局
ビジオ・モノ 散歩の達人 月刊医科器械
オートバイ シアターガイド ステーショナリーマガジン
Motor Magazine JJ bis Teddy Bear Voice
SPUR S Cawaii！ ハンディクラフツ
SEDA Casa BRUTUS 世界の菓子PCG
bea's UP 月刊歌謡曲 GATEAUX
FYTTE 美しいキモノ ブランドJOY
MORE Seven Seas Vikka
装苑 DANCE MAGAZINE ゴルフマスターズ／東海版
AXIS 東京カレンダー ゴルフマスターズ／関西版
OZ magazine ドゥーパ！ 夢の丸太小屋に暮らす
読売ファミリー 日経おとなのOFF ホームあしすと
月刊コミックバーズ Nile's Nile ミート・ジャーナル
WEB+DB PRESS 旅美人スペシャル CAMERA magazine
安心 Pre-mo びるぢんぐ
仕事とパソコン Baby-mo／Pre-mo エレキジャック
ASAHIパソコン Palm Magazine Lure magazine Salt
ヤングマシン HEART 磯釣りスペシャル
BiG MACHINE 月刊食堂 Cool-B
日経サイエンス 近代食堂 宇宙船
モトチャンプ 月刊カフェ＆レストラン CAST-PRIX ZERO
農業経営者 月刊福祉ジャーナル 声優パラダイス
日経BPガバメントテクノロジー 病院 月刊たる
経営者会報 メディカル朝日 アマチュア野球
月刊レジャー産業資料 日経バイオビジネス 月刊 CM INDEX
バイカーズステーション クリニックばんぶう 写真の教室
飲食店経営 メディカルクオール バリューゴルフ／関東版・関西版
メカトロニクス・デザイン・ニュース 日本医師会雑誌 日経レストラン
Food Biz 医療とコンピュータ 雑誌「月刊たる」／WEB「酒味倶楽部」
CYCLE SPORTS チーズプラザ 機械技術
日経SYSTEMS Web Designing 化学装置
からだにいいこと JAVAWORLD 月刊カーグッズマガジン
月刊バイクガイド 月刊MdN 3分クッキング
MONEY JAPAN DTPWORLD 月刊Piano
Best Car Magazine 商業界 Songs
CAR and DRIVER 愛犬の友 beatleg magazine
映画テレビ技術 週刊新潮 indiesissue
New York Walker 女性自身 月刊 社長のミカタ
DOS/V magazine 臨床画像 chacun
磯・投げ情報 映像情報メディカル 宝島
つり丸 画像診断 スーパーペイントロジック
月刊ウララ 月刊新医療 GOLFコミック
エレクトロニクス実装技術 月刊インナービジョン Newsweek日本版
It's KOREAL CAD＆CGマガジン Caz
FunFANFun 美的 週刊SPA！
mamacha La Vie de 30ans FINE BOYS
マジック・マーケティングの種明かし 25ans THE21
アントレ STORY DVDでーた
WWDジャパン 猫生活 サンデー毎日
オール讀物 female エコノミスト
あまから手帖 一個人 ダイヤモンドZAi
月刊シニアビジネスマーケット コンタクトセンター・マネジメント VOGUE JAPAN
元気読本 ゆほびか Software Design
創 芸術新潮 MobilePRESS EX
中央公論 月刊美術 pumpkin
週刊ファミ通 ユニ通信 BRUTUS
Rolling Stone 日本版 愛犬チャンプ POPEYE
GENROQ ANIFA Tarzan
Real Design 最新医療経営 Phase3 anan
歴史街道 ヘルスケア・レストラン Hanako
日本歴史 わかさ クロワッサン
歴史読本 週刊文春 宣伝会議
歴史評論 婦人公論 ELLE JAPON
骨董 緑青 日経ニューメディア marie claire
リズム＆ドラム・マガジン CHAi 花時間
広報会議 ASAHIパソコン TokyoWalker
オーディオアクセサリー ASAHIパソコン TokaiWalker
ランナーズ ミスターバイク 福岡Walker
月刊陸上競技 ヤングマシン YOKOHAMAWalker
Golf Style ROAD RIDER ChibaWalker
GOLF＆GOLF clubman 北海道Walker
en SPA！ ジパングツーリング Chou Chou
PETS REVIEW by ペット経営 BiG MACHINE type.
ふい～らあ Home Care Medicine レタスクラブ
カーオーディオマガジン MOTOR CYCLIST MONEY JAPAN
婦人之友 月刊起業塾 I/O



FUNRiDE 家庭画報 walk@nifty
STRIKER DX 月刊公募ガイド ビジネスチャンス
WORLD SOCCER DIGEST 日経ビジネスAssocie PC GIGA
腕時計王 日経ビジネス Interface
AUDIO BASIC 週刊東洋経済 トランジスタ技術
OHM COSMOPOLITAN
コンプティーク Saita
コンピュートピア SPUR
企業家倶楽部 SEDA
週刊　産業機械新報 non・no
TOKYO BROS. bea's UP
あるじゃん Gainer
インターナショナル・ファイナンシング・レビュー GetNavi
PC-Webzine サライ
iモードSTYLE ダ・ヴィンチ
ESSE Pen
オレンジページ OZ magazine
BRIO Hanako West
MEN'S CLUB ぴあ
CREA weeklyぴあ

＜ウェブサイト＞
ASCII.jp NEW BUSINESS GATE VIBE
Response. VIRGIN-HARLEY.com Listen Japan
日刊アスキー Linux アロハストリート magabon
ファミ通.com FUTONE fujyoshi.jp
AKIBA PC Hotline ゲエムノセカイ WIRED.jp
ケータイ Watch 建通新聞電子版 Business Media 誠
GAME Watch 文化通信.com マイナビニュース
Sony Fan ペット大好き！ おたくま経済新聞
nikkeiBPnet デジタルガジェット新聞 自由が丘経済新聞
ITpro Techinsight Japan アニメイトTV WEB
マイコミジャーナル 結婚準備室 CAREERzine
週刊現代デジタル the ウエディング アキバ総研
ビジネス+IT MORNINGSTAR 週刊シネママガジン
ニュースの素 求職者支援訓練比較.com フリーライター
MONITTO メンズファッション.jp Fashionsnap.com
nikkei TRENDYnet Fresh eye ニュース EDN Japan
VentureNow ChangeFashion ふくしじん
WebCatch 萌えネタCOM 日刊工業新聞 Business Line
HotWired Japan アーシタン INDEPENDENT MEDIA [レアリゼ]
ZAKZAK ママカフェ AUTOLINK
税務研究会 スマートITマガジン エルミタージュ秋葉原
Mobile News mixiappsnews オレンジ！
COM-PATH iPad News スイーツ大好き委員会
メディアポリス株式会社 満点笑 Nicheee!
はたらこねっと アフリカビジネスニュース 4×4MAGAZINE.co.jp
＠Style GOODA navicon
WEBアクロス ENN エンジニアリング・ネットワーク 色彩ニュース
Yahoo! JAPAN IMPRESS INNOVATION LAB. 時流度チェック
WIZTOWN EDA Express 東京ベイ経済新聞
C’s bridge 窓の杜 金沢経済新聞
情報収集車 ParOn. 横須賀経済新聞
Desktop Flyer Laser Focus World Japan 爽快倶楽部
ゼイタックス JapaneseRestraurant.net 秋田経済新聞
Antennacafe LEAFHIDE NEWS 葛飾経済新聞
イーコスメドットコム 保険市場TIMES びわ湖大津経済新聞
物流タウン 海外投資最新情報 調布経済新聞
@IT 小学館ファミリーネット 立川経済新聞
RBB TODAY Cafemagazine 広島経済新聞
ふくしチャンネル mobile ASCII 奈良経済新聞
アメーバニュース Favroid 姫路経済新聞
womoネット アンドロイダー WPOST
日経BP FOOD LABO EnplaNet
英語教育ニュース ごーやーどっとネット沖縄ニュース 山口宇部経済新聞
ゲットバイク 東北復興 松山経済新聞
ガイアックス トラベルズージャパン 八王子経済新聞
ワールド・ファミリー・ニュース Gaudio+PCオーディオfan 小田原箱根経済新聞
住宅ステーション エコノハタイムズ『R35』 松本経済新聞
編プロ ein MONOist
わたしたちの転職活動記録 Nom de plume QCON
ゲーム情報サイトeg HITSPAPER eduon!
マンションライフ HONZ 日経BP知財Awareness
シニアライフ めさナビ福岡 WEBコンサルタント
4Gamer.net メーカーニュース 元気読本
Gpara.com 流通ニュース はてなブックマークニュース
MyFashion 瓦版 リセマム
電撃オンライン 小樽経済新聞 映画.com
Dog.ONE インド進出支援ポータル Movie Walker
となりのしばふ インドビジネスニュース alterna
BIZ PLA Webオートバイ alterna／CSR monthly
厳選ショップのサラダバー @もろいことない? ぴあ映画生活
MATERIAL FLOW PLUS フジアースフィールド ITmedia LifeStyle
日本の人事部 オビカキ ＠ぴあ
print-better 街ノコト Bob＆Angie



WebMoney LIFE LOGGING 丸の内地球環境新聞
ソーシャルネットワーキング.jp Yomiuri Online コミックナタリー
リプロス コンサル業界ニュース お笑いナタリー
nikkeiBPnet events PetJapan nuuno
日経テクノロジーonline Ocean+α サーチナ
マイナビウーマン ミイルブログ excite.ニュース
フードビジネス総合研究所 フードソリューション USNet
映画ジャッジ！ パチンコのトラ ECカレント
OnlineGamer World Review通信 読めるモ
デジカメ Watch いぬのきもち ねこのきもち 復興ニッポン
最新不動産ニュースR.E.port さんようタウンナビ マンション・ラボ
アニメウォッチ ワイヤーママ 熊本版 S-ttoko
MY介護の広場 PLUS LUMINO 渋谷ステーション
CLASSICA Tech総研 リサーチネット
Doorboys BUZZAP！ カーセンサー
プラチナエイジ！ A8.net Travelzoo
おそうじ新聞online オオサカジン nissenもらえるネット
環境展望台 BAR TIMES
Watashi NEWROCK'S
Artな生活ouen隊！ minp!
e-まちタウン タウンノート東京 編集部
All About きれいになりたい
シルバーエンターテインメント nippon.com
LDKS Food Business News AppLision
フィットネスオンライン Tadaima Japan
G-SOKU applinese
ewoman pvn24
SkyLife Sportie
ネイチャーオキナワ milumo
KIGYOKA.com キャラペディア
Secure Technology Partners Web Design Library
ワーキングマザースタイル GLESTY.COM
リトル・ママ TOKYOTIMEZ
CatchUp News Gizmodo Japan
ROCKSTYLE Engadget Japanese
eBookSpot.jp 盛岡経済新聞
Yahoo!ロコ 石垣経済新聞
サカエ経済新聞 吉祥寺経済新聞
メディアメディア 品川経済新聞
子育て情報・育児情報サイト「エルケア」 町田経済新聞
ビューポイント 名駅経済新聞
レイバーネット日本 高崎前橋経済新聞
シネマトゥデイ 伊勢志摩経済新聞
男のコダワリ・Direction 那覇経済新聞
ヒーリングスパレイ gihyo.jp
全国造形教育連盟 NNA.ASIA
NewsAsiaBiz2 ケータイタウン
J-CASTニュース 波伝説ドットコム
銀座経済新聞 イプロス
ソフトバンク ビジネス+IT ナビコン
town comnit BARKS
家電 Watch ナタリー
ベンチャーファイナンスニュース ぐるなびウエディング
声優ニュース.com ニャンバーワン
原宿新聞 WOMENJAPAN
新宿経済新聞 Bloomberg
terebi.jp namazun
BioToday フードアベニュー
Become Japan 信用.com
104web All About 紅茶サイト

＜新聞＞
朝日新聞 東京本社 八幡浜新聞 senken h
日刊工業新聞 空調タイムス 保険情報
北海道新聞 八幡浜民報 熱産業経済新聞
釧路新聞 日刊アグリ・リサーチ 寝装リビングタイムス
十勝毎日新聞 日本経済新聞 静岡支局 ゴムタイムス
中日新聞 醸界協力新聞 フードウィークリー
西日本新聞 日本醸界新聞 スポーツ産業新報
日本流通産業新聞 毎日新聞 新潟支局 CLIPS
日本経済新聞/日経産業新聞 日本経済新聞 盛岡支局 シティリビング
苫小牧民報 日本経済新聞 佐賀支局 盛岡タイムス
北國新聞 産経新聞 津支局 三陸新報
新潟日報 産経新聞 大津支局 長岡新聞
産経新聞 電線新聞 日刊ゲンダイ 名古屋版
週刊京都経済 新美術新聞 夕刊三重新聞
林材新聞 両丹日日新聞 日本貴金属時計新聞
家電流通新聞 二子玉川新聞 信用情報
NSJ日本証券新聞 商業施設新聞 軽井沢新聞
建設新聞 読売新聞 酒田通信部 紙業新聞
週刊住宅 山陰中央新報 九建日報
ポリオレフィン時報 TheWalker’s 合成紙新聞
山形新聞 東京支社 いわき民報 菓業食品新聞
神奈川新聞 電化新聞 MEDICAMENT NEWS



中部経済新聞 洋装ロータリー 週刊タイヤ新報
東愛知新聞 日刊建設工業新聞(石川版) Shoes Post
製菓時報 週刊タイムス住宅新聞 日本茶業新聞
繊研新聞 メンズデイリー 日刊木材新聞
W&J today 日本商業新聞（大阪本社） 自動車新聞
日本事務機新聞 日高教新聞 麺業新聞
オフィスマガジン 名古屋機工新聞 毎日新聞 福岡本部
電経新聞 軽金属ダイジェスト 毎日新聞 東京本社
北海道建設新聞 Diet&Beauty 長野市民新聞
新文化 鉱業新聞 日本農業新聞
日本経済新聞東京本紙 日本計量新報 ELGOLAZO
日本経済新聞 テレケーブル新聞 朝日新聞 山口総局
The Japan News 新周南新聞 朝日新聞 長崎総局
夕刊デイリー 糸島新聞 産経新聞 秋田支局
シルバー新報 北鹿新聞 毎日新聞 大阪本社
建設通信新聞 日刊食品通信 読売新聞 大阪本社
全国商工新聞 酒類食品ニュース&解説 朝日新聞
鹿児島新報 プロパン産業新聞 南信州新聞
CM通信 福井新聞ONLINE 接着剤新聞
日本消費経済新聞 Doshin web 工場計画情報
週刊通販新聞 朝日新聞 奄美支局 花卉園芸新聞
セキュリティ産業新聞 横濱タウン新聞社 週間ゴムタイムス
産経新聞 大阪総局 朝日新聞 防府支局 橋梁新聞
月刊い～ふくし 朝日新聞 会津若松支局 セメント新聞
週刊ザ・リフォーム 朝日新聞 秩父支局 東京新聞
定年時代 WireIMAGE ビル新聞
日刊CARGO 自治日報 建設通信新聞 関西支社
物流ウィークリー 税界タイムス 大崎タイムス
インテリアビジネスニュース 高齢者住宅新聞 壱岐日々新聞
温泉新聞 日刊連合通信 全東京新聞
家具新聞 週刊粧業 富士ニュース
管材新聞 読売新聞 tribuneしこく
繊維ニュース 朝日新聞 沼田支局 南海タイムス
病院新聞 朝日新聞 湘南支局 宮古新報
ぶらりネットCHIBA 読売新聞 大館通信部 島原新聞
読売新聞 東京本社 信濃毎日新聞 小諸支局 滋賀夕刊新聞
石鹸日用品新報 毎日新聞 旭川支局 医理産業新聞
工業設備新報 毎日新聞 小樽支局 亀岡市民新聞
専門学校新聞 毎日新聞 沼津支局 復興釜石新聞
重化学工業新報 北海道新聞 木古内支局 信州民報
石油化学新報 北海道新聞 枝幸支局 須坂新聞
印刷ジャーナル 北海道新聞 紋別支局 上越よみうり
日本医科器械新聞 中日新聞 東海本社 プレス空知
ドラッグトピックス 中日新聞 羽島通信部 環境エネルギー産業情報
日中新聞 中日新聞 菊川・御前崎通信部 グリーン店舗最前線
日刊建設工業新聞 釧路新聞 札幌支社 日刊岩手建設工業新聞
相続新聞 福島民友新聞 若松支社 建通新聞 東京支社
日経産業新聞 静岡新聞 御殿場支局 建通新聞 静岡支社
家庭薬新聞 東愛知新聞 東京支社 速報・製パン情報
ラベル新聞 岐阜新聞 揖斐支局 麻雀新聞
健康産業速報 伊勢新聞 名古屋支社 読売新聞 小樽支局
リサイクル通信 京都新聞 大阪支社 読売新聞 苫小牧支局
夕刊フジ 神戸新聞 阪神総局 関西音楽新聞
DIGITAL＆DIRECT NEWS 神戸新聞 但馬総局 輸送経済
日本文具新聞 わかやま新報 日刊海事通信
朝日新聞東京本紙 徳島新聞 阿波支局 内航海運新聞
ザ・タイムズ 徳島新聞 美波支局 QUALITY
よみうりゲッツ 宮日こども新聞 週刊玩具通信
新聞情報 宮崎日日新聞 高鍋支局
琉球新報 南日本新聞 大阪支社
食料醸界新聞 八重山日報
食品市場新聞 日刊工業新聞 群馬支局
建設経済新聞 日刊工業新聞 東大阪支局
印刷界 読売新聞  つくば支局
大學新聞 日本経済新聞 名古屋支社
日刊建設新聞 金融経済新聞 東海・北陸支局
健康ジャーナル 日刊建設工業新聞 東北支社
日経MJ 鍼灸柔整新聞
読売ファミリー 北海道通信 日刊建設版 帯広支社
日本情報産業新聞 北海道通信 日刊教育版 帯広支社
日本人材ニュース「HRN」 日刊産業新聞 北信越支局
金融経済新聞 日刊自動車新聞 中部支社
建通新聞 神奈川支社 日刊木材新聞 東北支局
韓国大学新聞 ニッキン 広島支局
金属産業新聞 南国新聞
教材新聞 NIPPO INTERNET
月刊地球新聞 アップルー樹
みなと新聞 薬事日報
水産煉製品新聞 包装タイムス
通販新聞 商経アドバイス
ニッキン 中国新聞
鶏鳴新聞 企業概況ニュース
月刊「地球新聞(旧地球TIMES)」 新建ハウジング
工務店新聞 健康産業新聞
日本種苗新聞 北海道新聞　日曜ナビ
TREND PRESS 日本印刷新聞



日本工業経済新聞 日刊産業新聞
東京IT新聞 建通新聞
ファスニングジャーナル 食品新聞
日本経済新聞 東京本社 外食日報
ぜんせき新聞 日本教育新聞
教育家庭新聞 日刊建設産業新聞
塗料報知 中建日報
社員教育 建設技術新聞
リフォーム産業新聞 日刊海事プレス
Japan Times 朝日新聞 金沢総局
日本外食新聞 日本クリーニング新聞
朝日新聞 西部本社 総合報道
日本人材ニュース 観光経済新聞 関西支社
日刊繊維ニュース あさひかわ新聞
農経しんぽう 室蘭民報
日本シニアリビング新聞 H.B.News
週刊薬事新報 朝日新聞 大阪本社

＜ラジオ＞
株式会社エフエム大阪 エフエムベイエリア株式会社 エフエムよっかいち株式会社
株式会社エフエム宮崎 横手コミュニティFM放送株式会社 株式会社エフエムキャッチ
東京コミュニケーション放送株式会社 株式会社さっぽろ村ラジオ 愛知北エフエム放送株式会社
株式会社ZIP-FM 株式会社ねむろ市民ラジオ エフエムぬまづ株式会社
株式会社J-WAVE 北広島エフエム放送株式会社 敦賀FM放送株式会社
株式会社エフエム那覇 株式会社エフエム小樽放送局 株式会社エフエム石川
沼田エフエム放送株式会社 株式会社エフエムおびひろ 株式会社エフエム佐久平
株式会社エフエム豊橋 株式会社けんと放送 エフエム角田山コミュニティ放送株式会社
エフエム西大和株式会社 株式会社エフエム二十一 長岡移動電話システム株式会社
株式会社エフエム・ノースウェーブ 福井放送株式会社 株式会社エフエム新津
株式会社仙台シティエフエム 株式会社 中崎電子工業 山形コミュニティ放送株式会社
鎌倉エフエム放送株式会社 琉球放送株式会社 やまがたシティエフエム株式会社
株式会社エフエム高知 ＦＭ琉球株式会社 エフエムたいはく株式会社
秋田コミュニティー放送株式会社 特定非営利活動法人ディ 株式会社エフエムいわぬま
北海道放送株式会社 株式会社FMコザ
富山エフエム放送株式会社 AIR STATION HIBIKI株式会社
株式会社ラジオたかおか 株式会社南日本放送
株式会社Ｍｏｔ．ｃｏｍもとみや 株式会社エフエム鹿児島
喜多方シティエフエム株式会社 さいき市民放送株式会社
びわ湖キャプテン株式会社 株式会社FM なかつ
株式会社ぷらざFM 株式会社ＦＭさせぼ
尾道エフエム放送株式会社 株式会社FMしまばら
株式会社DARAZコミュニティ放送 株式会社長崎シティＦＭ
株式会社FM鳥取 株式会社 熊本シティエフエム
株式会社エフエムさんだ 株式会社エフエムやつしろ
株式会社奈良シティエフエムコミュニケーションズ 株式会社エフエム長崎
株式会社エフエムたじま 東九州コミュニティー放送株式会社
株式会社エフエム宝塚 株式会社秋田放送
株式会社エフエムムーヴ 株式会社エフエム福島
みのおコミュニティ放送株式会社 株式会社アール・エフ・ラジオ日本
特定非営利活動法人ラヂオきしわだ 株式会社シャララカンパニー
特定非営利活動法人 京丹後コミュニティ放送 レインボータウンエフエム放送株式会社
株式会社エフエムもりぐち 株式会社エフエム西東京
株式会社登米コミュニティエフエム 株式会社エフエムサウンズ
福知山FM放送株式会社 株式会社pleasures
株式会社エフエム滋賀 鹿児島シティエフエム株式会社


