2020 年 10 月 16 日
コールマン ジャパン株式会社

FM ラジオ局 InterFM897 にて期間限定番組
「ザ・コールマンズ TO・MO・SO RADIO !」を放送
週替わりで chelmico、WILYWNKA、Kan Sano が出演
10 月 19 日から放送スタート！

コールマン ジャパン株式会社（以下、コールマン）は、関東圏に放送を行っている FM ラジオ局 InterFM897 にて、
10 月 19 日(月)より期間限定の番組「ザ・コールマンズ TO・MO・SO RADIO !」を放送します。
来年、創立１２０年目を迎えるコールマンは、「灯そう、人と地球にやさしい未来を」をテーマに、
色あせることのない家族の愛を描いたブランドムービー”ザ・コールマンズ" を公開しました。
このブランドムービー公開を記念して、番組では、「灯そう、人と地球にやさしい未来を」テーマに、
自然の魅力や、アウトドアを通じた、家族や仲間とのふれあいについて、ゲストをお迎えし、トークしていきます。
番組では、コールマンの主催キャンプイベント「The Coleman Camp2020」招待のリスナープレゼントや、
番組ゲストのスペシャルコメント動画の公開も予定しています。
【番組概要】
放送局：InterFM897
タイトル：ザ・コールマンズ TO・MO・SO RADIO !

(読み：ザ コールマンズ ト モ ソ レディオ)

放送日：2020 年 10 月 19 日～11 月 13 日 毎週月-金曜日 11:43～11:58
DJ：MC RYU
ゲスト：chelmico (10 月 19 日～10 月 23 日)、WILYWNKA (10 月 26 日～10 月 30 日)
Kan Sano (11 月 2 日～11 月 6 日)、TBA (11 月 9 日～11 月 13 日)
InterFM897
►HP: https://www.interfm.co.jp/
►Twitter: https://twitter.com/InterFM897
►Instagram: https://www.instagram.com/interfm897/

【DJ プロフィール】
MC RYU
本名：渡部隆一
1968 年 8 月 11 日生まれ
Producer, Director, Radio, Club, Event MC, Rapper, Translator, Voice Actor、3 人の子供の父親！4 歳～18 歳までロス
で過ごす。通訳などを経て、'93 年ラッパーとしてライブデビュー。頼れる兄貴的存在である。仲間からの信頼も厚く、日
本の HIP-HOP、R&B シーンを支える一人として若者を中心に幅広い層から絶大な支持を得ている。CNN 同通などで本
物の英語を自由に操り、バイリンガル等のレベルではなく、バイカルチャー！
【ゲスト プロフィール】
chelmico (10/19～10/23 出演)
Rachel と Mamiko からなるラップユニット。 2014 年に結成。2018 年ワーナーミ
ュージック・ジャパンの unBORDE よりメジャーデビュー。自由奔放な等身大の
リリックのおもしろさ、キャッチーなメロディに乗せる滑らかなフロウが様々な
業界から注目を受け、爽健美茶のコマーシャルソングやドラマのテーマソング、
アーティストへの楽曲提供、客演などオファーが殺到。音楽のフィールドを超
え、様々な方面で活動中。2020 年の chelmico は、ミュージックビデオが 800
万回再生目前の NHK 総合テレビアニメ『映像研には手を出すな！』(原作:大
童澄瞳 監督:湯浅政明)のオープニングテーマソング「Easy Breezy」、「Limit」
「Terminal 着、即 Dance」などを連続リリース。それらの作品を含む全 13 曲を
収録した chelmico の 3rd アルバム「maze」(読み:まぜ) が 8 月 26 日に発売。
アルバムへの参加ミュージシャンは、これまでの作品を手掛けてきた盟友トラックメイカー陣から、初めて楽曲制作の
依頼となった様々なアーティストが集結。アルバムタイトル「maze」という通り、ふたりのラップをベースにジャンルレスな
世界観を堪能できる最高のニューアルバムに仕上がっている。
WILYWNKA (10/26～10/30 出演)
1997 年生まれ、大阪出身のヒップホップ・アーティスト。現在 23 歳。リリックの
完成度やフローなど、その卓越したスキルが日本のヒップホップ界で話題を
呼び、シーンを代表するラッパー/プロデューサーから注目される。2017 年に
大阪レゲエ·シーンの若手 VIGORMAN とプロデューサーGeG とで結成したユ
ニット「変態紳士クラブ」として 1st EP 『ZIP ROCK STAR』をリリースし、同 EP
収録楽曲「好きにやる」のミュージックビデオが YouTube にて 1,000 万回再生
を超えるスマッシュヒット。2018 年には ANARCHY が立ち上げた新プロジェクト
「1% (ワンパーセント)」とソロ契約を結び、9 月にはデビュー・アルバム
『SACULA』を発表。同アルバムのストリーミング総再生数は 4,000 万回を超え、
2018 年のワンマンは追加公演を含めて即完、2019 年には 60 箇所以上のクラブ/ライブハウスへの出演をこなし、9 月
には早くも 2nd アルバム『PAUSE』をリリース。年末には東名阪福でのワンマンライブを全会場ソールドアウトさせ 4,000
人以上を動員。
Kan Sano (10/2～10/6 出演)
キーボーディスト／トラックメイカー／プロデューサー。
バークリー音楽大学ピアノ専攻ジャズ作曲科卒業。在学中には自らのバンド
で Monterey Jazz Festival などに出演。
キーボーディスト、トラックメイカーとしてビートミュージックシーンを牽引する
存在である一方、ピアノ一本での即興演奏でもジャズとクラシックを融合した
ような独自のスタイルで全国のホールやクラブ、ライブハウスで活動中。ライ
ブではトリオ編成ながら、トランペット、ベース、ドラムも演奏するスタイルで会
場を熱狂させる。
本広報資料に関する画像データは、「製品画像データの取扱に関する注意事項」をご一読の上、こちらからダウンロードしてください。
http://www.coleman.co.jp/company/pressroom/data/2020/2020-Coleman-Interfm897.zip

■製品画像データの取扱に関する注意事項
1.

オンラインプレスルーム（http://www.coleman.co.jp/about/press/）からダウンロードいただく製品画像データの使用は、
報道目的のみとさせていただきます。

2.

製品画像データをダウンロードするには、ID とパスワードが必要となります。この ID とパスワードは、弊社から配信する
ニュースリリースメールに明記しています（※注：ID とパスワードの掲載はご遠慮願います）。

3.

弊社から配信するニュースリリースメールは、報道関係者様のみに限定させていただきます。

4.

貴媒体にて画像データの使用をご希望される場合は、お手数ですがコールマン ジャパン PR 担当宛に事前のご連絡を
お願いいたします。

【コールマン ジャパン株式会社について】
総合アウトドアレクリエーションのリーディングカンパニーとして、コールマン®、セビラー®、パドルジャンパー®、エアロベッド®
およびキャンピングガス®の各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行っています。
設立：1976 年 5 月
代表取締役社長：中里 豊
従業員数：220 名（2020 年 2 月現在）
住所：〒108-0023 東京都港区芝浦 4-9-25 芝浦スクエアビル
【報道関係者様からのお問い合わせ先】
コールマン ジャパン PR 担当
担当者：木本、野口
Tel :03-3571-5236
Email：coleman.press-pr@kyodo-pr.co.jp

【クレジット表記／掲載用お問い合わせ先】
コールマン ジャパン株式会社カスタマーサービス
フリーコール：0120-111-957
受付時間：月曜日－金曜日 10：00－17：30（土･日･祝日を除く）
ウェブサイト：https://www.coleman.co.jp

