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２０１８年 東海ラジオ 春の新番組

「Dragons愛！」№1ｽﾃｰｼｮﾝ！中日ドラゴンズを徹底応援！

新たな強化コンテンツとして歌謡曲に注目！

■春改編のコンセプト

今年の東海ラジオのナイターイン編成は4⽉2⽇（⽉）からスタートします。
まずはプロ野球中継。“原点回帰 Dragons愛！”をスローガンに掲げ、今年こそ優勝を
⽬指す中⽇ドラゴンズの試合を「ガッツナイター」（⽕〜⾦）、「ガッツナイタースペシャル」
（⼟・⽇）で原則試合終了まで放送します。
⽕曜⽇〜⾦曜⽇のナイターの前には17：45から「ガッツナイター最前線」を放送。
今年は⼥性アナウンサーの前野沙織が担当し、プレイボール直前の両チームの状況を
本社スタジオと球場をむすんで野球解説者やスポーツアナウンサーに伝えてもらいます。

そして、2018年春、東海ラジオは新たな強化コンテンツとして「歌謡曲」を応援します。
我が国の⾼齢化は進み、平成29年9⽉の統計では65歳以上の⾼齢者の⼈⼝は
3510万6千⼈、総⼈⼝に占める割合は27.7％を占めています。
こうした中、今なお、シニア層を中⼼に幅広い層に⽀持され続けている⾳楽ジャンルとして
歌謡曲（演歌・⼀部のJ-POPを含む）に東海ラジオは注⽬しました。
これは単にかつての名曲をかけていくというものではなく、J-POP同様、当地区に於ける
歌謡曲の啓蒙、新規アーティストの発掘、さらに⾳源の販売拡⼤を図り、新しい
ムーブメントを起こすことを狙いとしています。プロジェクト名は「歌謡曲主義」。

このプロジェクトの旗艦番組として、⼟曜⽇・⽇曜⽇の17:00~19:30の
各2時間30分、計5時間の歌謡曲ワイド番組を新設します。パーソナリティは東海の
裕次郎こと「松原敬⽣」と東海ラジオアナウンサー「井⽥勝也」。井⽥のパートナーとして
デビュー3年⽬の演歌歌⼿「三丘翔太」が登場。そして、⽉イチレギュラーとして⽇本
レコード⼤賞新⼈賞受賞の演歌歌⼿「⽻⼭みずき」が担当します。松原が⼤御所から
中堅歌⼿を、井⽥＆三丘＆⽻⼭が若⼿歌⼿及びシニア層ターゲットのJ-POP系
アーティストを紹介していきます。

⼀⽅、夜の⾳楽番組「TOKAIRADIO×TSUTAYA LIFESTYLE MUSIC 929」は
放送時間を移し、新パーソナリティとしてゴスペラーズの⿊沢 薫が⽉曜⽇を担当します。
さらに、⼟曜⽇の午前中には⼈気の2ワイドを追加し、バラエティに富んだ番組編成で
リスナーの皆様に楽しんでいただけるようにして参ります。
その他にも新番組や番組内新コーナーなど盛りだくさん、4⽉からの東海ラジオに是⾮

ご期待下さい。

なお、今回の改編率は32.1％です。



２０１８年 東海ラジオ 春の新番組

☆プロ野球中継

「ガッツナイター」 （⽕〜⾦ 17：57〜試合終了）
「ガッツナイタースペシャル」（⼟・⽇ 13：55〜試合終了）
「ガッツナイター最前線」 （⽕〜⾦ 17：45〜17：57）を前野沙織が担当

☆新プロジェクト「歌謡曲主義」の旗艦番組

「井⽥・三丘の歌謡曲主義」 (⼟ 17：00-19：30)
【⽉イチ】 「井⽥・⽻⼭の歌謡曲主義」

「松原敬⽣の歌謡曲主義」 (⽇ 17：00-19：30)

☆新パーソナリティを迎えてパワーアップ

「TOKAIRADIO×TSUTAYA LIFESTYLE MUSIC 929」
（⽉〜⽊ 26：00〜27：00）

☆⼟曜⽇の午前中がバラエティ豊かに

「かにタク⾔ったもん勝ち」（⼟ 7：30〜8：00）
「⾼井⼀ スイッチ・オン！」（⼟ 8：00〜9：00）◎
「きくち教児の楽気！DAY」（⼟ 9：00〜11：00）◎
「アンダーポイントのまっぴるま！」（⼟ 11：00〜12：00）◎

◎＝時間変更・リニューアル番組

■改編のポイント

★歌謡曲主義について

★東海ラジオスタジオ⾒学について

★ドラゴンズ開幕ダッシュ応援ウィーク 3⽉24⽇(⼟)〜4⽉1⽇(⽇)
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月 火 水 木 金 土 日
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月 火 水 木 金 土 日
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月 火 水 木 金 土 日
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スペシャル

■放送⽇時

毎週⽕〜⾦曜⽇ 17：57〜試合終了 毎週⼟ ・ ⽇曜⽇ 13：55〜試合終了
※⼟曜⽇・⽇曜⽇はドラゴンズの試合時間によって放送時間が異なります。

■解説者

権藤博 鈴⽊孝政 ⿅島忠 ⼭本昌 ⼭﨑武司 井上⼀樹

北⼭靖 村上和宏 ⼤澤広樹 森貴俊

■実況アナウンサー

新戦⼒加⼊で更なる盛り上がりを⾒せるドラゴンズの戦いを、今年も原則試合終了までお送りします。
解説ではおなじみのレジェンドOBが野球の楽しさ、熱気を独⾃の視点でお届け！闘気ほとばしる
ドラゴンズ戦をお聴き逃しなく！

最前線

■放送⽇時
毎週⽕〜⾦曜⽇ 17：45〜17：57

■パーソナリティ
前野沙織
(東海ラジオアナウンサー)

試合開始前のドラゴンズの情報と試合の注⽬点を余すところなくお伝えします！
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■放送⽇時

■番組概要

毎週⼟曜⽇ 17:00〜19:30 ※放送開始は4⽉7⽇(⼟)〜

2018年4⽉より⼟曜⽇・⽇曜⽇の17:00~19:30の各2時間30分、計5時間の歌謡曲ワイド
番組を新設します。⼟曜⽇のパーソナリティは東海ラジオアナウンサー「井⽥勝也」とデビュー3年⽬の
演歌歌⼿「三丘翔太」。そして、⽉１レギュラーとして⽇本レコード⼤賞新⼈賞受賞の演歌歌⼿
「⽻⼭みずき」が担当します。井⽥＆三丘＆⽻⼭が若⼿歌⼿及びシニア層ターゲットのJ-POP系
アーティストを紹介していきます。

井⽥勝也
（東海ラジオアナウンサー）
三丘翔太(歌⼿)
【⽉イチ】⽻⼭みずき(歌⼿)

■パーソナリティ

井田勝也(いだかつや) 三丘翔太(みつおかしょうた)

1993年生まれ、静岡県出身。
高校1年生で出場したNHKのど
自慢チャンピオンに。その後、
作曲家・水森英夫氏にスカウト
され師事。2016年デビュー。

■主なコーナー
・歌謡曲、シニア層ターゲットのJｰPOPアーティスト、
若⼿演歌歌⼿のインタビューゲスト

・上記アーティストの新譜紹介
・カラオケ⼤会予選通過者⾳源O.A等
・「市川由紀乃の歌の贈り物」 (18:45〜19:00頃) 
・「パク・ジュニョンのギューッと離さない」 (19:10〜19:20頃)

新番組

1990年生まれ、佐賀県出身。
担当番組は「井田・なかしの！
カウントダウン3・2・1!!!」、
「DEEP in TOKAI」など。
趣味はアニメ、特撮鑑賞。

⽻⼭みずき
1991年生まれ、山形県出身。
作曲家聖川 湧氏の門下生と
して、歌手デビューを目指す。
2016年デビュー。第58回日
本レコード大賞新人賞受賞。

市川由紀乃 パク・ジュニョン
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■放送⽇時

■番組概要

毎週⽇曜⽇ 17:00〜19:30 ※放送開始は4⽉8⽇(⽇)〜

松原敬⽣(タレント)

■パーソナリティ

■主なコーナー
・中堅演歌歌⼿のインタビューゲスト
・上記アーティストの新譜紹介
・カラオケ⼤会予選通過者⾳源O.A
・「丘みどりのそばにいて」 (18:45〜19:00頃) 
・「杜このみのこのみうた♪」(19:10〜19:20頃)

新番組

2018年4⽉より⼟曜⽇・⽇曜⽇の17:00~19:30の各2時間30分、計5時間の歌謡曲ワイド
番組を新設します。⽇曜⽇のパーソナリティは東海の裕次郎こと「松原敬⽣」。
⾃⾝もレコードデビューしたこともある歌謡曲マニア・松原が⼤御所から中堅歌⼿を紹介していきます。

松原敬生(まつばらたかお)

1944年生まれ。
元東海ラジオアナウンサー。
趣味は読書、ドラゴンズ。
また生粋の歌謡曲好きで自身も
レコードデビューしている。

丘みどり 杜このみ
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リニューアル

■放送⽇時

毎週⽉〜⽊曜⽇ 26:00〜27:00 ※放送開始は4⽉2⽇(⽉)〜

■番組概要

東海エリアのTSUTAYAと東海ラジオがレコメンドするアーティストがレギュラー番組の
パーソナリティとして出演するラジオ番組です！

■番組トータルの展開例
・東海地区のTSUTAYA約70店舗で
番組パーソナリティの楽曲を⾳楽レンタル
コーナーで展開

・地元情報誌との連動企画
■番組パーソナリティ単体の展開例

・リリース週にエリア内販売店舗での
売場展開

・東海エリアオリジナル購⼊者特典の開発
・地元情報誌でのレコメンド
・インストアLIVEの実施 他

■アーティストパーソナリティ番組のO.A
■オリジナル特典の開発
■POWER PLAY“RUSH HOUR”

におけるフォロー
■東海ラジオ主催イベントへのご出演
■TSUTAYA店頭展開のPR 他

■企画コンセプト
東海エリアにて幅広い層に信頼と⽀持を得る東海ラジオと、東海エリアに約70の
リアル店舗を展開し、6,300万⼈を超える会員データベースを保有するTSUTAYAが
タッグを組み、『MUSIC RADIO』と『リアル店舗』のシナジー効果を発揮し東海エリアの
ライトユーザーに『新しいLIFESTYLE MUSIC』を提案します。

＊店舗数は2018年3⽉現在の数値



２０１８年 東海ラジオ 春の新番組

97年キリンジのVo/Gtとしてデビュー。
2013年4月12日「キリンジ」を脱退。
以後、ソロアーティスト／シンガーソング
ライターとして活動を開始。
これまで「馬の骨」名義のソロアルバム
2枚、キリンジとしてはオリジナルアルバム
１０枚を発表。
2016年10月19日に堀込泰行名義の1st 
Album「One」、2017年11月22日に
EP「GOOD VIBRATIONS」をリリース。

ゴスペラーズのメンバーとして、94年
メジャーデビュー。
以降、「永遠（とわ）に」「ひとり」
「星屑の街」「ミモザ」など多数ヒット曲
を送り出す。
2月21日にリリースの記念すべき50枚目の
シングル「ヒカリ」は、16年振りに世界的
プロデューサーとタッグを組んだスウィート
なラブバラードとなっている。

ガールズロックバンド、ЯeaL(リアル)。
作詞作曲を手掛けるRyoko(Vo&Gt)のポッ
プメイカーとしてのポテンシャルの高さと、
圧倒的なライブパフォーマンスで人気急上昇
中。只今、新曲「未来コネクション」が、
大人気テレビアニメ「ポケットモンスター
サン＆ムーン」新オープニングテーマとして
大好評オンエア中！

ЯeaL

■パーソナリティ

「わたし、つくるし、それ歌う」
心をまるごと差し出し、溢れる感情ごと
全身全霊で歌う、感情型シンガーソング
ライター。
インディーズ時代からアートワークや
スタイリング、舞台演出までセルフディレク
ションで行う。味園ユニバースでのツアー
ファイナルを収めたLIVE DVDではブック
レットに絵本を描きおろしている。

東京を中心に活動する小原綾斗、竹内祐也、
藤本夏樹による3ピースロックバンド。
ライブはサポートにAAAMYYYを加えた
4人編成で行う。FUJI ROCK FESTIVAL
‘15&17、ＵＳの大型フェスSXSW出演。
海外インディーを感じさせる音像と哀愁
溢れるメロディーに中毒者続出中！
今年３月にGAPとのコラボ曲「革命前夜」
を収録の2ndアルバム「from JAPAN 2」
のアナログレコードを発売。

■⽕曜⽇

■⽔曜⽇ ■⽊曜⽇

■⽉曜⽇

⿊沢 薫（ゴスペラーズ）

堀込泰⾏

植⽥真梨恵

Tempalay
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■放送⽇時

■番組概要

毎週⼟曜⽇ 8:00〜9:00 ※放送開始は4⽉7⽇(⼟)〜

好評放送中の「⾼井⼀ スイッチ・オン！」が⼟曜の朝にお引越し。放送時間も1時間に拡⼤。
もちろん、現在放送中の東海テレビ「スイッチ！」と連動したコーナーも展開。4⽉から再び東海テレビ
⼣⽅の顔にもなる⾼井⼀と成⽥⾹織のコンビが、あなたのスイッチをオンにします。

⾼井⼀
（東海テレビアナウンサー）

■パーソナリティ

高井一(たかいはじめ) 成田香織(なりたかおり)

東海テレビアナウンサー。
担当番組は「スイッチ!」など。
アナウンサーを目指した理由は
ラジオを聴いていたから。

1978年生まれ、桑名市出身。
元東海ラジオアナウンサー。
過去の担当番組は「日替わり
ラジオ コレカラ」など。

リニューアル

■主なコーナー
・はじめの！気になるコト … ⼀週間のニュースや⾼井⼀の⾝の回りで起きた出来事から気になる話題を
いくつかピックアップして語ります。

・はじめの！⼀曲!!! … ⾼井⼀が最近気になる⾳楽を紹介します。
・東海テレビスイッチ！観てね！ … 東海テレビ「スイッチ!」内、『はじめまして』とコラボして送ります。

■アシスタント

成⽥⾹織（タレント）
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■放送⽇時

■番組概要

毎週⼟曜⽇ 9:00〜11:00 ※放送開始は4⽉7⽇(⼟)〜

「きくち教児の楽気！DAY」が、さらにリニューアル！
きくち教児が街に出かけて今、会いたい⼈に話を聞いたり、⻘⼭紀⼦が気になるモノを取材に⾏ったり、
さらに、スタジオ⾒学のリスナーをブース内に迎え⼊れたりと、”きくち式 聴く知識”のコンセプトはそのままに、
あなたとの距離がもっと近い番組に！
ぜひあなたも楽気（ラッキー）な時間をご⼀緒に♪

きくち教児（タレント）

リニューアル

■パーソナリティ

きくち教児(きくちきょうじ)青山紀子(あおやまのりこ)

岩手県出身。鍼灸師、調理師、
食剤師、日赤救急員など複数の
資格を持ち、テレビ出演、講演、
イベントＭC・トークショーなどを
務める。

岐阜県出身。元東海ラジオアナ
ウンサー。趣味は休日のお料理、
旅行、観劇など。
シニアワインエキスパート、
野菜ソムリエプロの資格を持つ。

■主なコーナー
・教児のなにしとりゃ〜す？ … 思い⽴ったらどこへでも！きくち教児が⾃ら⾜を運び、今会いたい⼈に
話を聞くコーナー。

・のりコレ！ … ⻘⼭紀⼦が「コレは注⽬！」というモノやスポットを紹介します。
・教児のおはなし畑 … きくち教児が興味のある話題やニュースについて語ります。

■アシスタント
⻘⼭紀⼦（タレント）
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■放送⽇時

■番組概要

毎週⼟曜⽇ 11:00〜12:00 ※放送開始は4⽉7⽇(⼟)〜

名古屋よしもと期待の芸⼈アンダーポイントが送る「まっぴるま！」が⼟曜のお昼にお引越し!!
“若者以上おじさん未満”の2⼈が⽼若男⼥に愛される番組を⽬指して頑張ります。
⼟曜の真っ昼間は、アンダーポイントとほんわか楽しいひとときをお過ごしください。

アンダーポイント（タレント）

リニューアル

■パーソナリティ

増野 豊 本美 ⼤
(ますの ゆたか) (ほんみ だい)

⽣年⽉⽇ 1982年7⽉4⽇
出 ⾝ 地 愛知県知多市
⾎ 液 型 Ａ型
趣味・特技 TVゲーム

野球観戦
映画鑑賞

備 考 知多市ふるさと観光⼤使

1981年5⽉16⽇
愛知県名古屋市
Ｂ型
マンガ
サッカー観戦
イラスト制作

増野 豊 本美 ⼤

■主なコーナー
・トレンディをめざせ！ … アンダーポイントが⾒つけたオススメの商品や、気になる情報を紹介し、
番組発のトレンドを作り出そうというコーナー。twitterと連動して“トレンド⼊り”を⽬指します。
⽬標リツイート数達成でプレゼントも!?

・ガラスの三⼗代 … “若者以上おじさん未満”というどっちつかずの2⼈が、
リスナーのみなさんからのメッセージをもとに、世代間のギャップをあぶりだしていきます。
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①ワイド番組「歌謡曲主義」の新設

2018年4⽉、東海ラジオは『歌謡曲』を応援します！
東海ラジオは1960年の開局以来、さだまさし、松⼭千春、TULIP、松任⾕由実、井上陽⽔等のニュー
ミュージックから氷室京介、⼩室哲哉、奥⽥⺠⽣、JUN SKY WALKERS(S)等のロック、さらに⼩森まなみ、
⽔樹奈々、angela等のA&Gまで幅広く「⾳楽」を訴求してまいりました。
そして今回、もうひとつのジャンルである『歌謡曲』に注⽬しました。今なお、シニア層を中⼼に幅広い層に
⽀持され続けている『歌謡曲』。今回はその「歌謡曲」に焦点を当てJ-POP同様、当地区に
於ける歌謡曲の啓蒙、新規アーティストの発掘、さらに⾳源の販売拡⼤を図ります。

プロジェクトは以下の3つを中⼼に実施します。

東海地区に於ける新たなアーティストの発掘、同地区の歌謡曲啓蒙を⽬的に「歌謡曲主義カラオケ選⼿権」を
開催します。テープ審査を経て、⽉1回東海ラジオにて実施される予選会にて決勝進出者1名を選出。
当予選会の模様は番組内にて放送します。決勝⼤会は9⽉名古屋栄、オアシスにて開催される
「東海ラジオ⼤感謝祭」にて⾏い、選出されたグランプリ1名には当⽇開催される公開⽣放送にて
熱唱していただきます。

新プロジェクト

②『歌謡曲主義カラオケ⼤会』の実施

東海ラジオ創⽴60周年を迎える2019年春、『歌謡曲主義』のフラッグシップイベントとして歌謡祭イベントを
実施します。東海ラジオに所縁がある歌謡曲歌⼿の⽅々を中⼼にフレッシュな顔ぶれで歌謡祭を彩ります。

■タイトル：東海ラジオ創⽴60周年記念公演 「歌謡曲主義スペシャルコンサート」（仮）
■⽇ 時：2019年5⽉予定

③『歌謡曲主義イベント』の実施

「井⽥・三丘の歌謡曲主義」 (⼟ 17：00-19：30)
【⽉イチ】「井⽥・⽻⼭の歌謡曲主義」

(⼟ 17：00-19：30)
「松原敬⽣の歌謡曲主義」 (⽇ 17：00-19：30)
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■タイトル ⼟曜⽇ワイド スタジオ⾒学！
■実施期間 2018年4⽉7⽇(⼟)〜 週１回 毎週⼟曜⽇
■実施時間 8:30〜12:00
■ご招待者 5組10名 / 1回
■ナビゲーター スペードの３（栗林弘典・なかし）※変更の場合あり

2017年の秋改編からご好評いただいておりました「リスナースタジオご招待企画！」を
2018年4⽉より⼟曜⽇に実施します。引き続き⽣放送の⾒学やパーソナリティとの懇親により弊社との
親和性向上を図り、さらに既存リスナーが新たにリスナーの友⼈を誘っていただく事により、⼀⼈でも多くの⽅に
東海ラジオに親しみを持っていただくよう努めます。

今回、観覧いただく番組は「きくち教児の楽気！DAY」、「アンダーポイントのまっぴるま！」の⼟曜⽇の
２ワイド番組。
「楽気！DAY」はスタジオブース内で⾒学していただきます。
⾒学ご招待者には番組観覧をはじめ、パーソナリティとの写真撮影など懇親を図ります。

■応募期間 2018年3⽉14⽇(⽔)〜
■募集⼈数 各回 ペア5組10名様
■応募⽅法 ①ハガキ・・・住所・⽒名・年齢・職業・電話番号と観覧希望⽇を明記の上、応募。

〒461-8503 東海ラジオ制作局 『スタジオ⾒学』係
②メール・・・住所・⽒名・年齢・職業・電話番号と観覧希望⽇を明記の上、応募。

1332＠tokairadio.co.jp
■締 切 観覧希望⽇の1週間前の⽊曜⽇
■発 表 当選者への招待状の発送を持って発表。

■企画コンセプト

■開催概要

■応募⽅法

スペードの3



２０１８年 東海ラジオ 春の新番組

3⽉24⽇（⼟）・25（⽇）ナゴヤドームで⾏われる千葉ロッテとのオープン戦を⽣中継。
3⽉30⽇（⾦）〜4⽉1⽇(⽇)開幕戦となるマツダスタジアムの広島との３連戦も⽣中継する。
また、3⽉31⽇（⼟）・4⽉1⽇（⽇）のデーゲームは、⾃社制作で鈴⽊孝政さんが解説、
森貴俊アナウンサーが実況を担当。

■期間

■昇⻯デー（広島戦）ナゴヤドーム内野⼀塁側Ａ席ペアチケットを、毎⽇プレゼント！

■期間中、松坂⼤輔をはじめ「プレイヤーズメッセージ」を放送！

今シーズンこそは「原点回帰 Dragons愛」を掲げ再起を誓うドラゴンズ。開幕直前の1週間、東海ラジオで
はドラゴンズの開幕ダッシュを願って、各ワイド番組を通じてドラゴンズ・野球の話題を展開し、「ガッツナイター」
の盛り上げを図ります。また、プレゼントも盛りだくさんでお送りします。

3⽉24⽇（⼟）〜4⽉1⽇（⽇）

応援ウィークにあわせ、3⽉26⽇(⽉)から30⽇(⾦)まで、4⽉20⽇(⾦)の昇⻯デー（広島戦）
ナゴヤドーム内野⼀塁側Ａ席ペアチケットを、番組をお聴きの皆様に抽選で、毎⽇プレゼントする平⽇
ワイド番組縦断企画を実施します。レプリカユニフォームがもらえる昇⻯デ-のチケットを⼿に⼊れる
チャンス！

キャンペーン期間中、松坂⼤輔投⼿・⼤島洋平選⼿・京⽥陽太選⼿など、10名のドラゴンズ選⼿の
今シーズンの意気込みを放送します。

【参加選⼿】
岩瀬仁紀・荒⽊雅博・松坂⼤輔・藤井淳志・⼤島洋平・平⽥良介・福⽥永将・⽥島慎⼆・京⽥陽
太・⼩笠原慎之介 （敬称略）

■オープン戦も、開幕・広島3連戦も、実況⽣中継！

■井上⼀樹⽒を迎え公開⽣放送！

4⽉１⽇（⽇）には、「まっぴるま！からガッツナイターと歌謡曲 in アスナル⾦⼭」と題して、名古屋市中区
⾦⼭の「アスナル⾦⼭」から公開⽣放送を実施。当⽇は、ドラゴンズOBで、東海ラジオ プロ野球解説者
井上⼀樹、東海ラジオ スポーツアナウンサー村上和宏が、開幕戦を振り返りつつ、2018シーズンの
ドラゴンズについて注⽬ポイントや期待を寄せる選⼿など、熱いトークを繰り広げる。また、試合直前の、
マツダスタジアムとも中継を結ぶ。さらに、この春から始動した東海ラジオの新プロジェクト「歌謡曲主義」の
全貌を、松原敬⽣と井⽥勝也アナウンサーが語ります。


