
内容 年月 vol 内容・ご出演者様

30分番組 2015.2月 1 coco channel （ココ・チャンネル）vol.1 ハプニング集　by Team BE Three

2 coco channel （ココ・チャンネル）vol.2 またも・・ハプニング　by Team BE Three

3 coco channel （ココ・チャンネル）vol.3 岩手の物産館紹介　by Team BE Three

4 coco channel （ココ・チャンネル）vol.4 【1時間拡大版】ゲスト・自分TV「メディカツ」水越浩幸さん！　by Team BE Thre

2015.3月 5 coco channel （ココ・チャンネル）　vol.5 【春にむけて気分をアップ】　by Team BE Three

6 coco channel　（ココ　チャンネル）vol.6 【3.11 あれから4年・・・過去・現在・未来】2015.3.11

7 coco channel　（ココ　チャンネル）vol.7 【自分の骨格スタイルを知っていますか？】2015.03.18

8 coco channel　（ココ　チャンネル）vol.8 【ゲスト：ハラチャンTV・原田豊さん】2015.03.25

2015.4月 9 coco channel　（ココ　チャンネル）vol.9 【春です！一緒にヨガを始めませんか？：ゲスト　小田島夕紀さん】2015.4.1

10 coco channel　（ココ　チャンネル）vol.10 【おかげさまで10回目！1～9回分の総集編】

11 coco channel　（ココ　チャンネル）vol.11 【貴子さん、血液サラサラ！！】2015.4.15

12 coco channel　（ココ　チャンネル）vol.12 【急遽ひとりで配信です】2015.4.22

【ココチャンネル配信状況　（2015.11月末時点）】

1/3 ココチャンネル配信状況一覧

https://www.youtube.com/watch?v=JDweFcg4E1o
https://www.youtube.com/watch?v=CNUdye_WNFg
https://www.youtube.com/watch?v=fZOBiFcKnyg
https://www.youtube.com/watch?v=65gu1cQhnIY
https://www.youtube.com/watch?v=fFMvFZ5WCQo
https://www.youtube.com/watch?v=ch7NaJgITJU
https://www.youtube.com/watch?v=Yh9KGfpLdpU
https://www.youtube.com/watch?v=xtx1mAnG5U8
https://www.youtube.com/watch?v=S7Z9i71OhAE
https://www.youtube.com/watch?v=TiqKqSabF-8
https://www.youtube.com/watch?v=MdkA0CIM8vU
https://www.youtube.com/watch?v=fIRGHRqphro


内容 年月 vol 内容・ご出演者様

【ココチャンネル配信状況　（2015.11月末時点）】

1時間番組 2015.5月 13 coco channel　vol.13 【ゲスト：銀座コーチングスクール 創業者/ 森英樹様】2015.05.06

ゲスト様 14 coco channel　vol.14 【ゲスト：啓蒙著述家・国史研究家 / 小名木善行様】2015.5.13

との対談 15 coco channel　vol.15 【ゲスト：一般社団法人日本口腔協会　代表理事 長野志津男様】2015/05/20

16 coco channel　vol.16 【ゲスト：メンタルセラビスト＆ダイエットアドバイザー　小林 一行様】 2015.5.27

2015.6月 17 coco channel　vol.17 【ゲスト：株式会社アディック／株式会社ムービー企画：代表取締役　山坂 秀樹様】2015.6.3

18 coco channel　vol.18 【ゲスト：ライター ・ざわめきPRコンサルタント／力武 亜矢様】2015.6.10

19 一枚のカードから自分の気づきが広がる・・・！ゲスト：KONDO Coaching Office 代表／社会保険労務士　近藤英明様／coco channel vol.19-2015.6.17

20 coco channel .vol.20「哲学の世界へようこそ」 （童話作家／哲学者／なずな塾主宰：久慈 倫太郎 様）2015.6.24 by　良岡侑宙

2015.7月 21 coco channel .vol.21「似合う服だけで豊かな暮らしを」 （社）日本パーソナルコーディネーター協会・理事長／井上史珠佳様）2015.7.1 by　良岡侑宙

22 coco channel .vol.22「ヨガの基本を毎日の生活に取り入れてみませんか？」 ヨガインストラクター・小田島夕紀様）2015.7.8 by　良岡侑宙

23 coco channel .vol.23 「幸せになるためのあり方を知って、未来を切り開きましょう！」 ゲスト・占導師 幸輝様　2015.7.15

24 coco channel .vol.24 「バンクーバーの朝日・野球が出来る平和な世界を」 ゲスト・テッドYフルモト様　by 良岡侑宙

25 coco channel .vol.25 「パーソナルトレーニングで家族みんなで健康貯筋！ゲスト：枝光聖人様」2015/07/29 ・ by 良岡侑宙

2015.8月 26 【美味しく食べて心身ともに健やかに！：ゲスト　楽しく薬膳　主宰　高倉知子様】coco channel　vol.26　：　良岡侑宙

27 【絵本を通して童心に戻る時間：ゲスト㈱集文社　代表取締役　早川 裕 様】coco channel　vol.27：by良岡侑宙

28 【資質と運気波を見極め、成功への行動計画をサポートする 【必勝！運命学コーチ】 新島 マキコ 様】coco channel　vol.28：by良岡侑宙

29 【正しい姿勢と歩き方で健康な毎日を！・ウォーキングアドバイザー・小林 希美 様】coco channel　vol.29：by良岡侑宙

2015.9月 30 coco channel　vol.30　【ドイツからの美大留学生／ゲスト：Anne Grützner（ゲルュッツナー杏音） 様】2015/09/02　by 良岡侑宙

31 【ネットとリアルの重要性／ゲスト：(株)ネット･ビー･ウェイブ　森 浩 様】coco channel　vol.31・2015/09/09　by 良岡侑宙

32 【現代の教育の在り方・心と学びの場を／ゲスト：グレイススタディケア／乃万暢敏様・乃万典子様】coco channel vol.32・2015/09/16 by 良岡侑宙

33 【楽しく本を読むことで、夢が実現する！／ゲスト：楽読インストラクター 杉山 和万様】coco channel vol.33・2015/09/23 by 良岡侑宙

34 【NY で Made in JAPAN の思いを伝える「鎌倉シャツ」／ゲスト：メーカーズシャツ鎌倉株式会社　取締役会長　貞末良雄様】coco channel vol.34・2015/09/30

2015.10月 35 【関節ストレッチで痛みに負けないカラダをつくる／ゲスト：日本関節コンディショニング協会理事長・すこやか代表取締役社長　矢野啓介様】coco channel vol.35・2015/10/7

36 【武道に引退は無い！空手の技と精神を世界に広げる／ゲスト：空手道　天真塾　塾長　河崎 典夫様】coco channel vol.36・2015/10/14

37 【競輪選手からの転身：お客様第一の物件選びと大田区の助っ人として／ゲスト：株式会社アルジェント 代表取締役　楠ノ瀬茂樹様】coco channel vol.37-2015/10/21

38 【着物は日本のアイデンティティ/手描き染め和服にお客様の想いを／ゲスト：染色工房アトリエ翔 / デザイナー山路 寛子様】coco channel vol.38-2015/10/28

2015.11月 39 【東京都、いま何が課題か？／東京都議会議員　柳ヶ瀬 裕文様】coco channel vol.39：2015/11/04

40 【非公開】【『心をひらく』ことが幸せの第一歩！／ジェームス・スキナー様】coco channel vol.40・2015/11/11

41 【仕事ができる人の情報センス / 株式会社アンテレクト 代表取締役　藤井孝一様】coco channel vol.41 / 2015.11.18

42 【大人の成功者になるためのポイントとは？／株式会社クレッシェンド 代表取締役 寺原きよみ様】coco channel　vol.42: 2015.11.25
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https://www.youtube.com/watch?v=0CjKGa8nZXM
https://www.youtube.com/watch?v=0CjKGa8nZXM
https://www.youtube.com/watch?v=0CjKGa8nZXM
https://www.youtube.com/watch?v=23HOSMRRHzY
https://www.youtube.com/watch?v=23HOSMRRHzY
https://www.youtube.com/watch?v=23HOSMRRHzY
https://www.youtube.com/watch?v=ooiW2Iz0VY8
https://www.youtube.com/watch?v=ooiW2Iz0VY8
https://www.youtube.com/watch?v=ooiW2Iz0VY8
https://www.youtube.com/watch?v=iSwwXQzJc0I
https://www.youtube.com/watch?v=iSwwXQzJc0I
https://www.youtube.com/watch?v=iSwwXQzJc0I
https://www.youtube.com/watch?v=Rk3NFUG1si4
https://www.youtube.com/watch?v=Rk3NFUG1si4
https://www.youtube.com/watch?v=Rk3NFUG1si4
https://www.youtube.com/watch?v=seqhs_WvQoo
https://www.youtube.com/watch?v=seqhs_WvQoo
https://www.youtube.com/watch?v=seqhs_WvQoo
https://www.youtube.com/watch?v=KUltITqLFb4
https://www.youtube.com/watch?v=KUltITqLFb4
https://www.youtube.com/watch?v=KUltITqLFb4
https://www.youtube.com/watch?v=S9ltjMwZxfY
https://www.youtube.com/watch?v=S9ltjMwZxfY
https://www.youtube.com/watch?v=S9ltjMwZxfY
https://www.youtube.com/watch?v=OGCetLkDnBk
https://www.youtube.com/watch?v=OGCetLkDnBk
https://www.youtube.com/watch?v=OGCetLkDnBk
https://www.youtube.com/watch?v=JXkMQXj9Uqs
https://www.youtube.com/watch?v=JXkMQXj9Uqs
https://www.youtube.com/watch?v=JXkMQXj9Uqs
https://www.youtube.com/watch?v=fORXicFpLik
https://www.youtube.com/watch?v=fORXicFpLik
https://www.youtube.com/watch?v=fORXicFpLik
https://www.youtube.com/watch?v=BVvhBs6C-I0
https://www.youtube.com/watch?v=BVvhBs6C-I0
https://www.youtube.com/watch?v=BVvhBs6C-I0
https://www.youtube.com/watch?v=tEML7J1vMWI
https://www.youtube.com/watch?v=tEML7J1vMWI
https://www.youtube.com/watch?v=tEML7J1vMWI
https://www.youtube.com/watch?v=p6HJ5wwfe1A
https://www.youtube.com/watch?v=p6HJ5wwfe1A
https://www.youtube.com/watch?v=p6HJ5wwfe1A
https://www.youtube.com/watch?v=tGOnyQVxFIg
https://www.youtube.com/watch?v=tGOnyQVxFIg
https://www.youtube.com/watch?v=tGOnyQVxFIg
https://www.youtube.com/watch?v=8BBJQBcNlQc
https://www.youtube.com/watch?v=8BBJQBcNlQc
https://www.youtube.com/watch?v=8BBJQBcNlQc
https://www.youtube.com/watch?v=fWTeso4HmlA
https://www.youtube.com/watch?v=fWTeso4HmlA
https://www.youtube.com/watch?v=fWTeso4HmlA
https://www.youtube.com/watch?v=nkGqym767B4
https://www.youtube.com/watch?v=nkGqym767B4
https://www.youtube.com/watch?v=nkGqym767B4
https://www.youtube.com/watch?v=eWwNJgvZRkM
https://www.youtube.com/watch?v=eWwNJgvZRkM
https://www.youtube.com/watch?v=eWwNJgvZRkM
https://www.youtube.com/watch?v=BdY2x1BWZpc
https://www.youtube.com/watch?v=BdY2x1BWZpc
https://www.youtube.com/watch?v=BdY2x1BWZpc
https://www.youtube.com/watch?v=yHwl52lHLFI
https://www.youtube.com/watch?v=yHwl52lHLFI
https://www.youtube.com/watch?v=yHwl52lHLFI
https://www.youtube.com/watch?v=mzk3MFyO-no
https://www.youtube.com/watch?v=mzk3MFyO-no
https://www.youtube.com/watch?v=mzk3MFyO-no
https://www.youtube.com/watch?v=_csodxBgEMk
https://www.youtube.com/watch?v=_csodxBgEMk
https://www.youtube.com/watch?v=_csodxBgEMk
https://www.youtube.com/watch?v=zV4NFvW18jU
https://www.youtube.com/watch?v=zV4NFvW18jU
https://www.youtube.com/watch?v=zV4NFvW18jU
https://www.youtube.com/watch?v=g9VvsgMg0Nk
https://www.youtube.com/watch?v=g9VvsgMg0Nk
https://www.youtube.com/watch?v=g9VvsgMg0Nk
https://www.youtube.com/watch?v=Mb4U-HvGaDo
https://www.youtube.com/watch?v=Mb4U-HvGaDo
https://www.youtube.com/watch?v=Mb4U-HvGaDo
https://www.youtube.com/watch?v=nmjuMS480rE
https://www.youtube.com/watch?v=nmjuMS480rE
https://www.youtube.com/watch?v=nmjuMS480rE
https://www.youtube.com/watch?v=Vrc_wWB-vHc
https://www.youtube.com/watch?v=Vrc_wWB-vHc
https://www.youtube.com/watch?v=Vrc_wWB-vHc
https://www.youtube.com/watch?v=Eerd59I_PyA
https://www.youtube.com/watch?v=Eerd59I_PyA
https://www.youtube.com/watch?v=Eerd59I_PyA
https://www.youtube.com/watch?v=HkCuVGsh8j8
https://www.youtube.com/watch?v=HkCuVGsh8j8
https://www.youtube.com/watch?v=HkCuVGsh8j8
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【ココチャンネル配信状況　（2015.11月末時点）】

1時間番組 2015.12月 43 【『結婚を求めている女性にモテる７つのE』とは？／ブライダルサロンオージュ　代表　左部良子様】coco channel　vol.43: 2015.12.2

ゲスト様 44 FRP consultant 代表 吉田　州一郎 様

との対談 45 株式会社Pflaster　代表取締役社長・フラスター協同組合　代表理事・株式会社Link Sports　アドバイザー・株式会社spoled　取締役・株式会社ambition　取締役／風見 知希 様

2016.1月 46 有村 英明 様

47 新城 悠生 様

48 藤原 裕子 様

2016.2月 49 修行 憲一 様

50 水越 浩幸 様
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https://www.youtube.com/watch?v=IpDIMv8jy2U
https://www.youtube.com/watch?v=IpDIMv8jy2U
https://www.youtube.com/watch?v=IpDIMv8jy2U

