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喜多⽅シティエフエム株式会社
７８．２MHｚ 喜多⽅市の⼀部
喜多⽅シティエフエム株式会社
７８．２MHｚ 喜多⽅市の⼀部

福島県

株式会社ニューメディア
８３．４MHｚ ⽶沢市・南陽市

⾼畠町・川⻄町の⼀部

株式会社ニューメディア
８３．４MHｚ ⽶沢市・南陽市

⾼畠町・川⻄町の⼀部

やまがたシティエフエム株式会社
７８．８MHｚ ⼭形市の⼀部
やまがたシティエフエム株式会社
７８．８MHｚ ⼭形市の⼀部

酒⽥エフエム放送株式会社
７６．１MHｚ 酒⽥市の⼀部
酒⽥エフエム放送株式会社
７６．１MHｚ 酒⽥市の⼀部

⼭形県

株式会社ラヂオもりおか
７６．９MHｚ 盛岡市の⼀部
株式会社ラヂオもりおか
７６．９MHｚ 盛岡市の⼀部

⼀関コミュニティＦＭ株式会社
７９．５MHｚ ⼀関市・平泉町の⼀部
⼀関コミュニティＦＭ株式会社
７９．５MHｚ ⼀関市・平泉町の⼀部

岩⼿県

⽯巻コミュニティ放送株式会社
７６．４MHｚ ⽯巻市の⼀部
⽯巻コミュニティ放送株式会社
７６．４MHｚ ⽯巻市の⼀部

株式会社仙台シティエフエム
７６．２MHｚ 仙台市⻘葉区の⼀部
株式会社仙台シティエフエム
７６．２MHｚ 仙台市⻘葉区の⼀部

エフエムベイエリア株式会社
７８．１MHｚ 塩竈市、松島町の⼀部
エフエムベイエリア株式会社
７８．１MHｚ 塩竈市、松島町の⼀部

せんだい泉エフエム放送株式会社
７９．７MHｚ 仙台市泉区の⼀部
せんだい泉エフエム放送株式会社
７９．７MHｚ 仙台市泉区の⼀部

株式会社エフエムいわぬま
７７．９MHｚ 岩沼市の⼀部
株式会社エフエムいわぬま
７７．９MHｚ 岩沼市の⼀部

エフエムたいはく株式会社
７８．９MHｚ 仙台市太⽩区の⼀部
エフエムたいはく株式会社
７８．９MHｚ 仙台市太⽩区の⼀部

株式会社登⽶コミュニティエフエム
７６．７MHｚ 登⽶市の⼀部
株式会社登⽶コミュニティエフエム
７６．７MHｚ 登⽶市の⼀部

宮城県

ＮＰＯおおさきエフエム放送
８３．５MHｚ ⼤崎市

涌⾕町・美⾥町の⼀部

ＮＰＯおおさきエフエム放送
８３．５MHｚ ⼤崎市

涌⾕町・美⾥町の⼀部

宮古エフエム放送株式会社
８２．６MHｚ 宮古市の⼀部
宮古エフエム放送株式会社
８２．６MHｚ 宮古市の⼀部

奥州エフエム放送株式会社
７７．８MHｚ 奥州市・⾦ヶ崎町の⼀部
奥州エフエム放送株式会社
７７．８MHｚ 奥州市・⾦ヶ崎町の⼀部

⼭形コミュニティ放送株式会社
７６．２MHｚ ⼭形市の⼀部
⼭形コミュニティ放送株式会社
７６．２MHｚ ⼭形市の⼀部

株式会社エフエム会津
７６．２MHｚ 会津若松市の⼀部
株式会社エフエム会津
７６．２MHｚ 会津若松市の⼀部

株式会社いわき市⺠コミュニティ放送
７６．２MHｚ いわき市の⼀部
株式会社いわき市⺠コミュニティ放送
７６．２MHｚ いわき市の⼀部

株式会社郡⼭コミュニティ放送
７９．１MHｚ 郡⼭市の⼀部
株式会社郡⼭コミュニティ放送
７９．１MHｚ 郡⼭市の⼀部

株式会社Ｍｏｔ．Ｃｏｍもとみや
７７．７MHｚ 本宮市・⼤⽟村の⼀部
株式会社Ｍｏｔ．Ｃｏｍもとみや
７７．７MHｚ 本宮市・⼤⽟村の⼀部

ＮＰＯ防災･市⺠メディア推進協議会
８７．５MHｚ ⼤船渡市の⼀部
ＮＰＯ防災･市⺠メディア推進協議会
８７．５MHｚ ⼤船渡市の⼀部

えふえむ花巻株式会社
７８．７MHｚ 花巻市・紫波町の⼀部
えふえむ花巻株式会社
７８．７MHｚ 花巻市・紫波町の⼀部

ＮＰＯカシオペア市⺠情報ネットワーク
７７．９MHｚ ⼆⼾市の⼀部
ＮＰＯカシオペア市⺠情報ネットワーク
７７．９MHｚ ⼆⼾市の⼀部

福島コミュニティ放送株式会社
７６．２MHｚ 福島市の⼀部
福島コミュニティ放送株式会社
７６．２MHｚ 福島市の⼀部

平成２５年８月１５日 現在
⻘森県

株式会社ビーエフエム
７６．５MHｚ ⼋⼾市の⼀部
株式会社ビーエフエム
７６．５MHｚ ⼋⼾市の⼀部

株式会社エフエムジャイゴウェーブ
７６．３MHｚ ⽥舎館村の⼀部
株式会社エフエムジャイゴウェーブ
７６．３MHｚ ⽥舎館村の⼀部

アップルウェーブ株式会社
７８．８MHｚ 弘前市の⼀部
アップルウェーブ株式会社
７８．８MHｚ 弘前市の⼀部

株式会社エフエムむつ
７６．２MHｚ むつ市の⼀部
株式会社エフエムむつ
７６．２MHｚ むつ市の⼀部

秋⽥県

株式会社エフエムゆーとぴあ
７６．３MHｚ 湯沢市の⼀部
株式会社エフエムゆーとぴあ
７６．３MHｚ 湯沢市の⼀部

秋⽥椿台エフエム放送株式会社
７９．６MHｚ 秋⽥市の⼀部
秋⽥椿台エフエム放送株式会社
７９．６MHｚ 秋⽥市の⼀部

横⼿コミュニティＦＭ放送株式会社
７７．４MHｚ 横⼿市の⼀部
横⼿コミュニティＦＭ放送株式会社
７７．４MHｚ 横⼿市の⼀部

秋⽥コミュニティー放送株式会社
７６．５MHｚ 秋⽥市の⼀部
秋⽥コミュニティー放送株式会社
７６．５MHｚ 秋⽥市の⼀部
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概要


この文書から問題点は検出されませんでした。
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詳細レポート


		文書



		ルール名		ステータス		説明

		アクセシビリティ権限フラグ		合格		アクセシビリティ権限フラグの設定が必要

		画像のみの PDF		合格		文書が画像のみの PDF ではない

		タグ付き PDF		合格		文書がタグ付き PDF である

		論理的な読み上げ順序		手動チェックに合格		文書構造により論理的な読み上げ順序が決まる

		優先言語		合格		テキスト言語の指定

		タイトル		スキップ		文書のタイトルがタイトルバーに表示されている

		しおり		合格		大きい文書にしおりが存在する

		色のコントラスト		手動チェックに合格		文書の色のコントラストが適切である

		ページコンテンツ



		ルール名		ステータス		説明

		タグ付きコンテンツ		スキップ		すべてのページコンテンツがタグ付けされている

		タグ付き注釈		合格		すべての注釈がタグ付けされている

		タブの順序		合格		タブの順序と構造の順序が一致している

		文字エンコーディング		合格		確実な文字エンコーディングの指定

		タグ付きマルチメディア		合格		すべてのマルチメディアオブジェクトがタグ付けされている

		画面のちらつき		合格		ページで画面のちらつきが発生しない

		スクリプト		合格		アクセシブルではないスクリプトなし

		時間制限のある応答		合格		ページが時間制限のある応答を必要としない

		ナビゲーションリンク		合格		ナビゲーションリンクが繰り返し使用されていない

		フォーム



		ルール名		ステータス		説明

		タグ付きフォームフィールド		合格		すべてのフォームフィールドがタグ付けされている

		フィールドの説明		合格		すべてのフォームフィールドに説明がある

		代替テキスト



		ルール名		ステータス		説明

		図の代替テキスト		スキップ		図に代替テキストが必要

		代替テキストが必要です		合格		読み上げられない代替テキスト

		コンテンツに関連付けられている		スキップ		代替テキストはいくつかのコンテンツに関連付けられている必要がある

		注釈を隠している		合格		代替テキストが注釈を隠していない

		その他の要素の代替テキスト		スキップ		代替テキストが必要なその他の要素

		テーブル



		ルール名		ステータス		説明

		行		合格		TR が Table、THead、TBody または TFoot の子である必要がある

		TH と TD		スキップ		TH と TD が TR の子である必要がある

		ヘッダー		スキップ		テーブルにヘッダーが必要

		規則性		スキップ		テーブル内の各行の列数と各列の行数が同じである必要がある

		概要		スキップ		テーブルに概要が必要

		箇条書き



		ルール名		ステータス		説明

		箇条書き項目		合格		LI は L の子である必要がある

		Lbl と LBody		合格		Lbl と LBody は LI の子である必要がある

		見出し



		ルール名		ステータス		説明

		適切なネスト		合格		適切なネスト
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