
TOMPAニュースレター
バックナンバーのご案内

TOMPA_TVの番組レポートや情報
をPDFファイルでポッドキャスト
配信しているこのニュースレター
のバックナンバーはすべてダウン
ロードでき、PCは勿論、iPhone
やiPad、iPod touchでもお楽しみ
いただけます。

クリックするとファイルを個別に

DLできます。

Vol.1  Vol.2  Vol.3  Vol.4  Vol.5  Vol.6

iTunesにPodcastに登録すれば
今後は自動的にDLされます。

＞コチラからどうぞ＜

TOMPA_TV
番組案内サイト
TOMPAブログ
公式ツイッター
[ Black ]　 [ Pink ]

TOMPA_TV は 静岡県浜松市を拠点
に名古屋市を結ぶ東海道沿線と周辺
の地域から、その出来事、人、情報
を生中継・配信・発信しています。
そして、その動画や情報を活用する
ソーシャルメディアなのです。

番組・ビデオクリップ
つくります。それら
を活かす企画をご
提案いたします。
お気軽にお問合せく
ださい。-->コチラ

浜松市の南側には遠州灘が広
がっています。

僕らは子ども
の頃から元旦
の朝にはそこ
へ出かけ、海
からのぼる初
日の出を、友
だちと寒い寒
いと震えなが
ら、騒ぎなが
ら迎えるのが毎年の楽しみで
した。

と、いうことで、２０１１年
のトンパテレビは初生中継は

遠州灘海岸にのぼる初日の出

の生中継からスタートです！

初日の出を
見たことの
ない人も、
見に行きた
いけど行け
ない人も、
寒さが苦手
な人も

みんなで

いっしょに

新しい年を迎えましょう！

そしていきなり素晴らしい
１年をはじめましょう！！

z ことしもトンパります z
旧年中はトンパテレビを御視聴いただき、まことにありがとう
ございました。本年もトンパテレビでお楽しみください！！

２０１１年は初日の出の生中継からスタートです

T O M P A _ T V  N E W S  L E T T E R  V O L . 7

みんなの
インター
ネット
放送局  

http://mao.co.jp

2 0 1 1 年 　 新 春 号

http://asfradio.up.seesaa.net/image/TOMPA_TV20News20Letter20001.pdf
http://asfradio.up.seesaa.net/image/TOMPA_TV20News20Letter20001.pdf
http://asfradio.up.seesaa.net/podcast/TOMPA20News20Letter20002.pdf
http://asfradio.up.seesaa.net/podcast/TOMPA20News20Letter20002.pdf
http://asfradio.up.seesaa.net/image/TOMPA20News20Letter20003.pdf
http://asfradio.up.seesaa.net/image/TOMPA20News20Letter20003.pdf
http://asfradio.up.seesaa.net/image/TOMPA_News20Letter_004.pdf
http://asfradio.up.seesaa.net/image/TOMPA_News20Letter_004.pdf
http://asfradio.up.seesaa.net/image/TOMPA_News20Letter_5.pdf
http://asfradio.up.seesaa.net/image/TOMPA_News20Letter_5.pdf
http://asfradio.up.seesaa.net/image/TOMPA_News_Letter_6.pdf
http://asfradio.up.seesaa.net/image/TOMPA_News_Letter_6.pdf
http://itunes.apple.com/podcast/asf-pod-radio/id330228541
http://itunes.apple.com/podcast/asf-pod-radio/id330228541
http://mao.co.jp
http://mao.co.jp
http://tompa.hamazo.tv/
http://tompa.hamazo.tv/
http://twitter.com/%2523!/tompatv_black
http://twitter.com/%2523!/tompatv_black
http://twitter.com/%2523!/tompatv_pink
http://twitter.com/%2523!/tompatv_pink
mailto:tompa_tv@mao.co.jp?subject=%E3%80%90TOMPA_%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B%E3%80%91
mailto:tompa_tv@mao.co.jp?subject=%E3%80%90TOMPA_%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B%E3%80%91
http://mao.co.jp
http://mao.co.jp


１月の番組ラインナップ

２０１１年

1月1日（土）
初日の出 2011

静岡県浜松市の南に
広がる遠州灘海岸から
「夜明け」を生中継！

晴れたらきっと美しい
瞬間に立ち会えます！

1月5日（水）
おら のぶさま！
すきす清須き
おもしろ歴史キッズ
バラエティ。新春大河
スペシャルと題して
午前・午後２回放送！
そしてのぶさまオール
スターズ大集合！！

1月10日（月）
WORLD DREAM TOURING

世界冒険応援企画
1月1日、日本から世
界冒険へと出発した
ライダー山田達也さ
んをみんなで応援す
る番組がスタート。

＜番組企画予告編＞

1月11日（火）
新・八百屋物語

yaotomi TV

名古屋市千種区の八百
屋の店先から生中継す
る真のリアリティTV

元気な八百屋で街は
もっと元気になれる！

1月12日（水）
わくわく

CheLcy*キッズ！
くまのサクラとララが
歌とダンスとクイズと
お花のおはなしと...☆
楽しさいっぱいキッズ
チャンネル！

1月13日（木）
ヒーローズ
チャンネル

浜松のタレント養成
スクールの生徒たち
が2011年も元気いっ
ぱい登場！Twitterで
番組参加しよう！

1月18日（火）
モカラの

ちかちかポカン
ヘアメイクアーチストの
モカラが自由過ぎる
ノリでおすすめのコス
メ情報とメイクを実演
インディー音楽も紹介

1月19日（水）
おら のぶさま！
すきす清須き
おもしろ歴史キッズ
バラエティ。パペット
の“おやかたさま”と家
臣の二人が戦国時代
と清須の町情報を楽
しく紹介します。

1月20日（木）
ヒーローズ
チャンネル

浜松のタレント養成
スクールの生徒たち
が2011年も元気いっ
ぱい登場！Twitterで
番組参加しよう！

1月22日（土）
豊橋爆笑ライブ
兄貴潰し~第56回~

今回の謎タイトルw は
「新春初笑い・兄貴
潰し！ちっちょり～
なのゴリ夢中」M-1
なきあと、ここから新
たな笑いが始まる！

1月25日（火）
新・八百屋物語

yaotomi TV

名古屋市千種区の八百
屋の店先から生中継す
る真のリアリティTV

元気な八百屋で街は
もっと元気になれる！

1月26日（水）
わくわく

CheLcy*キッズ！
くまのサクラとララが
歌とダンスとクイズと
お花のおはなしと...☆
楽しさいっぱいキッズ
チャンネル！

1月27日（木）
ヒーローズ
チャンネル

浜松のタレント養成
スクールの生徒たち
が2011年も元気いっ
ぱい登場！Twitterで
番組参加しよう！

1月28日（金）
新企画

758シネマ会議室
「映画が撮りたい！」
なんの経験も知識もな
い男達の映画を作りを
追うニュータイプの
リアリティTVスタート

1月29日（土）
Podcastイベント

PCBC 02
 in Apple Store

このニュースレター
配信にも活用してい
るポッドキャストを
ビギナー向けに解り
やすく紹介します。
会場：アップルストア名古屋栄

1月31日（月）
虎あげは。。の
メガヒゲ定食
浜松を中心に活躍中の
漫才コンビ虎あげは。。
と仲間たちが繰り広げ
るセルフプロデュース
番組。Twitter大喜利も！

　＊各番組の放送時間や内容の詳細などは TOMPA_TVの番組サイトとTOMPAブログでご案内しています。
　＊放送配信の環境や天候、出演者の事情により、放送日時が変更したり録画配信になる場合があります。

セルフプロデュース

チャンネルで人気の

「オータムレイン」と

「亜桜ゆぅき」の番組

は放送日が決まった

ら告知します。その

他にも続々新企画が

進行中～お楽しみ

トイプードル
by TOMPA_TV

まちなかイベント動画
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TOMPA_TV は...

浜松を拠点に、豊橋・岡崎・豊田・名古屋を結んで全世界に多彩な
情報番組を生中継するインターネットの放送局です

• • •

地域のおまつり、企業やショップ、音楽やお笑いのライブ、スポーツ、その他
なんでも、生中継して欲しいイベントがあればお知らせ下さい。取材に出か
けていきます！（番組企画や出演希望者も随時応募を受け付け中ですよ）

TOMPA_TVは主催者・出演者の要望、または許可を得て撮影しています。
生番組は通信環境や天候などの事情により内容の変更や録画・編集版での配信になる
場合があります。最新情報はTOMPAブログとツイッターの告知でご確認下さい。

ご支援のお願い
TOMPA_TVを貴社の 

PRやプロモーションに
お役立てください。

ht tp : / /mao.co . jp

TOMPA_TV の番組情報を直接

お届けするニュースレターは

Apple の iTunes に登録すると最新号

が自動的に配信されます。

【登録はこちらでできます】

TOMPA_TV では、生中継・取材希望を
随時受付しています。まずはお気軽にご
相談ください。tompa_tv@mao.co.jp

内容によってはご要望にお応えできない場合があります。

浜松事業本部（村井広告事務所）責任者：村井 宏有
tompa_tv@mao.co.jp

名古屋事業部（P-Step内）　　　 責任者：足立　剛
tompatv_nagoya@p-step.net

TOMPA_TV（トンパテレビ）が放送・制作した番組とその録画版、公開しているビデオクリップを
お使いになる場合は必ずご連絡下さいますよう。お願いします。
原則として、当事者のメリットとなるご利用の仕方については喜んでご利用いただきたいと考えま
すが、ご使用目的や方法などによってはお断りする場合があります。

みんなのインターネット放送局 TOMPA_TV
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