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２０１９年 東海ラジオ 春の新番組

■改編のコンセプト

開局60周年 ONLY ONE STATION！東海ラジオ
～地域にとって、ただ一つ、たった一つのラジオ局～

2020年4月1日、東海ラジオは開局60年を迎えます。弊社はこれに向け2019年4月から
数々の開局60周年の事業を行っていきます。コンセプトは「地域にとって、ただ一つ、たった一つの
ラジオ局」、キャッチコピーは「ONLY ONE STATION」です。

これにより、2019年春の改編ではこれまでの弊社独自のコンテンツのさらなる強化と新たな独自の
コンテンツの創造を目指します。

弊社は開局以来プロ野球の実況中継を行い、中日ドラゴンズの歴史とともに歩んできました。
「名場面に名実況あり」ドラゴンズの数々の名シーンにはいつも弊社のラジオ実況がありました。開局
60周年を前にした2019年のシーズンこそ、10度目のリーグ制覇、そして日本一になってほしい。
そして、もっと強く、もっと熱くドラゴンズを応援していきたいという想いから、中日ドラゴンズとの
オフィシャル・スポンサー契約を結びました。
そして、超大型ワイド番組「大澤広樹のドラゴンズステーション」（月16：00～19：00、
火～金16：00～21：30）がスタート。「ガッツナイター」は本ワイド内での展開となります。
また、新たに仁村徹氏・谷繁元信氏・井端弘和氏の3名が解説陣に加わります。
さらに、弊社のどの番組を聴いてもドラゴンズの情報や話題が出てくるよう、自社制作を行う全番組を
挙げてドラゴンズを応援する体制を整えました。

平日のお昼にはこれまで夕方のワイド番組で好評を得ている「山浦・深谷のヨヂカラ！」のパーソナリティ
山浦ひさしと深谷里奈のコンビはそのままに、新たに番組名を「山浦！深谷！イチヂカラ！」
（月～金13：00～16：00）として、他にない独自性を持った番組をスタートします。

昨年（2018年）の春の改編からスタートした演歌・歌謡曲を応援していく弊社独自のプロジェクト
「歌謡曲主義」関連では、日曜日の「原光隆の歌謡曲主義」に歌手の藤井香愛（徳間ジャパン）
門松みゆき（日本コロムビア）がそれぞれレギュラーパーソナリティとして加わり、「原・藤井の歌謡曲
主義」「原・門松の歌謡曲主義」（日17：00～19：30※門松は月1回）となります。
また、「26時の歌謡曲」（月～木26：00～27：00）の水曜日には昨年レコード大賞最優秀
新人賞を受賞した辰巳ゆうとがレギュラーパーソナリティを担当します。

この他にも、弊社には独自のコンテンツが目白押し、土曜日の深夜には「ねねの！びんびん！
ミュージック」（土27：00～29：00）がスタートします。

今回の改編率は38.7％です。

一つ一つの番組がみなさんにとってオンリーワンでありたい。「オンリーワンの集合体」それが
東海ラジオです。2019年春、新しい東海ラジオに是非ご期待下さい。



２０１９年 東海ラジオ 春の新番組

☆ドラゴンズファンのオンリーワンラジオ局へ「ドラゴンズステーション東海ラジオ」

「大澤広樹のドラゴンズステーション」
（月 16：00～19：00、 火～金 16：00～21：30）

☆平日のゴールデンタイムにオンリーワンのワイド番組

「山浦！深谷！イチヂカラ！」（月～金 13：00～16：00）

☆演歌・歌謡曲を全力応援

「原・藤井の歌謡曲主義」 （日 17：00～19：30）

「原・門松の歌謡曲主義」 （日 17：00～19：30）

「26時の歌謡曲」（月～木 26：00～27：00）
※水曜日を辰巳ゆうと（2018年レコード大賞最優秀新人賞）が担当

☆土曜日深夜にもオンリーワン

「ねねの！びんびん！ミュージック」（土 27：00～29：00）

■改編のポイント

新番組

新番組

新番組

リニューアル

リニューアル

リニューアル
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■放送日時

■番組概要

毎週月曜日 16：00～19：00 火～金曜日 16：00～21：30 ※放送開始は4月1日(月)～

ドラゴンズを徹底応援する超大型ワイド番組「大澤広樹のドラゴンズステーション」がスタート。野球中継
「ガッツナイター」を内包し、試合中の選手たちの活躍だけでなく試合前のベンチ情報や試合終了後の
分析・総括までくまなくお届け。ドラゴンズを応援するすべての人の“オンリーワン番組”が遂に始動します！

大澤広樹（東海ラジオアナウンサー）

東海ラジオ野球解説者

【月】日高優月
(SKE48、ガッツナイターサポーター)

【火～金】前野沙織
（東海ラジオアナウンサー）

■パーソナリティ

大澤広樹(おおさわひろき)

新番組

1975年生まれ。各務原市出身。
子どもの頃からのドラゴンズファン。
過去の担当番組は、「ドラゴンズ
スペシャル No.1ジョッキー」、
「直球勝負！大澤広樹」、 「ガッツ
ナイト」など。

■番組名

大澤広樹のドラゴンズステーション

©中日ドラゴンズ

権藤博 鈴木孝政 鹿島忠 仁村徹 山本昌 山﨑武司 谷繫元信 井上一樹 井端弘和

「ドラゴンズステーション」内
（火～金 17:57～試合終了）

日高優月（SKE48・

ガッツナイターサポーター）
©SKE 前野沙織

北山靖 村上和弘 大澤広樹 森貴俊
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■放送日時

■番組概要

毎週月～金曜日 13：00～16：00
※放送開始は4月1日(月)～

毎週平日午後4時から放送中の人気ワイド番組「山浦・深谷のヨヂカラ！」のふたりが、
放送時間をお昼に移動して3時間番組に拡大。番組名は「イチヂカラ！」。
ここでしか聴けないオンリーワンな“笑い”をお送りします。世界中のあらゆるイチバン面白い
チカラを集結し、どこを聴いても“笑える”ずっと笑いっぱなしの3時間！そこのあなた！
笑わずにはいられませんよ！

山浦ひさし（タレント）

深谷里奈（タレント）

■パーソナリティ

深谷里奈(ふかやりな)山浦ひさし(やまうらひさし)

1973年生まれ。多治見市出身。
元東海ラジオアナウンサー。
過去の担当番組は「安蒜豊三
夕焼けナビ」（アシスタント）、
「山浦・深谷のヨヂカラ！」など。

新番組

1974年生まれ。東海市出身。
名古屋大学中退後、芸人の道へ。
過去の担当番組は「2Cool」、
「山浦・深谷のヨヂカラ！」、
「山浦ひさし 全力疾走」など。

■番組名

山浦！深谷！イチヂカラ！

■イチヂカラ応援隊

スタジオに入って「イチヂカラ！」を盛り上げます！
【月】なかし（スペードの3）
【火】本美大（アンダーポイント）
【水】三根孝彦（タックイン）
【木】増野豊（アンダーポイント）
【金】オーディションで決定

なかし 本美大 三根孝彦 増野豊
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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7日(日)～

昨年10月より放送開始した「原光隆の歌謡曲主義」が新パーソナリティを加えてパワーアップ。
タッグを組むのは昨年「東京ルージュ」でデビューした注目の歌謡曲歌手、藤井香愛。また、月一パーソ
ナリティには、今年2月にデビューしたばかりの門松みゆきを起用し、フレッシュにお届けします。

原光隆（東海ラジオアナウンサー）

藤井香愛(歌手)

【月イチ】門松みゆき(歌手)

■パーソナリティ

藤井香愛(ふじいかわい)

1988年生まれ、東京都出身。
「2017年徳間ジャパン×
ラジオ日本オーディション歌姫、
歌彦を探せ!!」ファイナリスト。

門松みゆき(かどまつみゆき)

1993年生まれ、神奈川県出身。
2歳の時に演歌に目覚め、小学
生の頃から歌手の道を目指す。
16歳から作曲家の藤竜之介氏
に師事。

■番組名

原・藤井の歌謡曲主義 【月イチ】原・門松の歌謡曲主義

リニューアル

原光隆(はらみつたか)

1959年生まれ、田原市出身。
過去の担当番組は「原光隆
はやバン！」「矢野きよ実の朝は
矢野流」ほか。趣味は映画鑑賞、
格闘技観戦など。

■主なコーナー

・「丘みどりのそばにいて♡」(18:45頃～)
・カラオケ大会予選通過者音源O.A(19:00頃～)
・「杜このみのこのみうた♪」(19:10頃～)

丘みどり 杜このみ
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リニューアル

■放送日時

■番組概要

毎週月～木曜日 26:00～27:00 ※放送開始は4月1日(月)～

深夜の歌謡曲番組「26時の歌謡曲」に新パーソナリティとして辰巳ゆうとが登場！
個性豊かなメンバーがあなたの深夜に優しく寄り添います。

【月】松阪ゆうき
前野沙織

【火】津吹みゆ
井田勝也

【水】辰巳ゆうと

【木】工藤あやの
原光隆

■パーソナリティ

■主なコーナー

・【月】純烈！全国烈伝
・【火】川上大輔の大ちゃんに任せなさい！
・【木】東山彩の彩り彩彩

純烈 川上大輔 東山彩

松阪ゆうき 前野沙織 津吹みゆ 井田勝也

辰巳ゆうと 工藤あやの 原光隆

■番組名

歌謡曲主義 26時の歌謡曲
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■放送日時

■番組概要

毎週土曜日 27：00～29：00 ※放送開始は4月6日(土)～

東海ラジオパーソナリティの中でも指折りの音楽通・ねねの「アンテナ」に「びんびん」きた音楽と、
リスナーの心に「びんびん」くるトークを土曜の深夜にお届けする番組。
アーティストをお招きして、ねねならでは視点でのインタビューもたっぷりお届け!!アーティストとねねが
「びんびん」響きあう様子をご期待ください。もちろん、ラジオの前のあなたからの「びんびん」な
メッセージも期待してるわ～あなたの「アンテナ」を「びんびん」させるような「刺激的な」内容で、
土曜の深夜、好き勝手やっちゃうわよ～

ねね（タレント）

■パーソナリティ

ねね

新番組

愛知県出身。「見た目はおっさん、
ココロは乙女」がキャッチフレー
ズ。過去の担当番組は、「はーさん
！ねねの！すんどめ！」「上からも
下からもねね」など。

■番組名

ねねの！びんびん！ミュージック！
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・3月23日(土) 「中日×楽天」(ナゴヤドーム) 14時00分～17時00分
・3月24日(日) 「中日×楽天」(ナゴヤドーム) 14時00分～17時00分
・3月29日(金) 「DeNA×中日」(横浜) 17時45分～試合終了
・3月30日(土) 「DeNA×中日」(横浜) 13時55分～試合終了
・3月31日(日) 「DeNA×中日」(横浜) 13時00分～試合終了

■キャンペーン名

■ドラゴンズを徹底応援！「ドラヂカラ！！」が放送拡大！

■期間中、ドラゴンズ選手の意気込みメッセージを放送！

ドラゴンズステーション 東海ラジオ ドラゴンズ開幕応援ウィーク

応援ウィークにあわせ、3月25日(月)から28日(木)までは、「ドラヂカラ！！」を拡大！
開幕が待ちきれないというファンのため、開幕直前情報盛りだくさんでお届けします。

・3月25日(月) 17時45分～19時30分
・3月26日(火)～28日(木) 17時45分～20時00分

25日(月)～27日(水)は「ドラゴンズ平成名勝負」を放送。手に汗握る“あの試合”が甦ります！
また、28日(木)は開幕前夜スペシャルとして、全編生放送でお送りします。

■オープン戦も、開幕・横浜3連戦も、自社制作で実況生中継！

©中日ドラゴンズ

期間中の全15ワイド番組で、「昇竜デー」となる5月3日(金・祝)「中日×ヤクルト」戦のペアチケットを
プレゼント！その数合計75組！GWはラジオを片手にドームへ向かおう！

■各ワイドで「昇竜デー」ペアチケットをプレゼント！

キャンペーン

■期間

3月23日(土)～3月31日(日)
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・4月5日(金) 「ヤクルト×中日」(神宮) 解説：井端弘和
・4月6日(土) 「ヤクルト×中日」(神宮) 解説：井端弘和
・4月7日(日) 「ヤクルト×中日」(神宮) 解説：谷繫元信

■キャンペーン名

■ラジオのある暮らしを応援！「東海ラジオを聴くドアラ」イラスト入りラジオをプレゼント！

■毎日1名に現金1万円が当たるチャンス！

ドラゴンズステーション 東海ラジオ 新生活応援WEEK！～はじまる、ラジオのある暮らし～

番組内で放送されるキーワードを集めて応募すると、合計200名様に
東海ラジオオリジナルFMバッチラジオをプレゼントします！

期間中、「山浦！深谷！イチヂカラ！」(月～金：13時00分～)に
メッセージを送った人の中から毎日1名に、抽選で現金1万円を
プレゼントします！

■神宮3連戦は自社制作で放送！

■4月6日(土)・7日(日)は豪華ゲストを迎えてトーク&ライブを開催！

4月6日(土)には、サカエチカ開業50周年と東海ラジオ開局60周年を記念して、
トーク＆ライブを栄・クリスタル広場で開催します。戸田恵子、タクマ、海蔵亮太、東海ラジオ
野球解説者 井上一樹、大澤広樹（東海ラジオアナウンサー）、源石和輝（東海ラジオ
アナウンサー）など豪華出演陣でお届けします。
4月7日(日)は、アスナル金山から公開生放送をお送りします。(詳細は後日発表)

■巨人戦ではスペシャルプレゼントが！

4月9日(火)、10日(水)の「中日×巨人」戦では、希望のドラゴンズ選手のサインボールが当たるプレゼント
の他、スペシャル企画を実施します！

©中日ドラゴンズ

キャンペーン

■期間

4月1日(月)～4月14日(日)


