
開局60周年記念事業



2020年4月1日に東海ラジオは開局60年を迎えます。
AM、FM、radikoに加え、2017年にはスマートスピーカーが登場し、音声コンテンツが
再び注目を集めるなど、ラジオを取り巻く環境がどんどん変化していく中で、
“未来の東海ラジオ”を見据えた新しい一歩がはじまります。
60年間東海ラジオを支えてくれたリスナー、パーソナリティ、スポンサー、広告会社の皆さま
をはじめ、たくさんの方々に感謝の意を込めて、
2019年4月1日から2020年4月1日までの1年間を60周年記念イヤーとして、
番組・イベント・WEBなどで様々な展開を行っていきます。
基本コンセプトは、「地域にとって、ただ一つ、たった一つのラジオ局」。
音楽・娯楽・スポーツ・報道・イベント各分野でのオンリーワンラジオ局を目指します。

キャッチコピーは 「ONLY ONE STATION！」 。

60周年を機に、今まで以上に地域にとってかけがえのない存在となれるよう、
パーソナリティ、役職員総動員で取り組む東海ラジオにご期待ください。
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平原綾香 プロフィール

2003年12月17日にホルストの組曲『惑星』の
『木星』に日本語詞をつけた『Jupiter』で
デビュー。2004年の日本レコード大賞新人賞や、
2005年日本ゴールドディスク大賞特別賞を
はじめ、様々な賞を獲得。その後も､ドラマ
『優しい時間』(フジテレビ系)･主題歌『明日』、
NHKトリノオリンピック放送･テーマソング『誓い』、
ドラマ『風のガーデン』(フジテレビ系)･主題歌『ノクターン』を歌い、同ドラマに女優 として出演。

デビュー以来､シングル32枚､デュエットシングル1枚､カヴァーアルバム､ベスト盤を含む21枚の
アルバムを発表｡

近年ではミュージカル界での活躍もめざましく、今年は銀座・日生劇場で再演されたミュージカル
「ラブ・ネバー・ダイズ」に出演した｡また､2月に公開されたディズニー映画「メリー・ポピンズ リターンズ」
では、ディズニー映画史上初の快挙として、劇中のセリフと歌、さらにエンドソング「幸せのありか」を
担当した。

キャッチコピーは

｢ONLY ONE
STATION！｣

東海ラジオでは、2019年4月1日から2020年4月1日までの1年間を
｢ONLY ONE STATION！｣をキャッチコピーとして、
様々な展開を行い60周年記念事業を盛り上げます。
基本コンセプトは、音楽・娯楽・スポーツ・報道・イベント各分野を通じ
「地域にとって、ただ一つ、たった一つのラジオ局」となること。

60周年記念限定ロゴを制作・使用します。

実 施 期 間

イメージソング

周年記念ロゴ

2019年4月1日(月)～2020年4月1日(水)2019年4月1日(月)～2020年4月1日(水)

未定（平原綾香さん担当)

▲東海ラジオ 60周年記念ロゴ



開局以来、長きにわたってプロ野球を、ことさらドラゴンズ戦を実況中継してきた東海ラジオ。
その歴史は中日ドラゴンズとともにあると言っても過言ではありません。
東海ラジオでは、2019年から東海地区において、「ただ一つ、たった一つ」の
ONLY ONEコンテンツである中日ドラゴンズとオフィシャル・スポンサー契約を締結。
もっと強く、もっと熱くドラゴンズを応援して行きたい。
｢ドラゴンズステーション 東海ラジオ｣が誕生します。

豪華プロ野球解説者陣に新たに3人が登場!

新ワイド番組・｢大澤広樹のドラゴンズステーション｣
(毎週 月･16:00～19:00/火～金･16:00～21:30)がスタート！

このほかにも
ﾜｲﾄﾞ番組内ｺｰﾅｰ･｢ドラゴンズ情報｣大増量！
ドラゴンズフリークをワイド番組に積極起用！

Ⓒ中日ドラゴンズ

権藤 博 鈴木孝政 鹿島 忠 山本昌 山﨑武司 井上一樹

大澤広樹アナウンサー

井端弘和谷繁元信仁村 徹

もちろん当社看板番組の
「ガッツナイター」(火～金･17:57～21:00)

も同ワイド内で、原則試合終了までOA！

東海ラジオ
プロ野球解説者
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期間中の毎月1回、放送エリア内で公開放送・録音・イベントを実施。
その日だけの、「ただ一つ、たった一つ」のラジオステージを出現させます。
リスナーとのふれあいはもちろん、新たなリスナー候補へもラジオメディアの浸透を図ります。
その日にだけ現れる「ONLY ONE STATION！」が｢ONLY ONE｣な時間を提供します。
キックオフとなる4月6日には、20年ぶりに栄の地下に東海ラジオが帰ってきます。

月イチでラジオステージが飛び出す!?
「東海ラジオ ONLY ONE STATION｣！

●実施スケジュール

4月06日(土) /サカエチカ クリスタル広場
4月07日(日) /アスナル金山
5月 /ナゴヤドーム(Dステージ)
6月07日(金) /アスナル金山
7月 /ナゴヤドーム(Ｄステージ)
8月12日(月･祝)/アスナル金山
9月22日(日)

&23日(月･祝)/オアシス21
(東海ラジオ大感謝祭)

10月06日(日) /アスナル金山
11月下旬 /ポートメッセなごや
12月07日(土) /アスナル金山

1月 /未定
2月11日(火･祝)/アスナル金山
3月 /未定

予定は変更になる場合があります。
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2019年4月からの1年間は、毎月11日に東海ラジオの
パーソナリティがスタジオを飛び出して、あなたの街へ!!
東海ラジオのアナウンサーやワイド番組・担当の
パーソナリティが1人1人の｢ONLY ONE STATION！｣
になるために、より強い近い距離感で働きかけます。

ラジオの黄金期を支えた“深夜放送”。ラジオの代名詞ともいわれた“深夜生放送”が2019年4月からの1年間、限定復活！
次代を担うパーソナリティ発掘を目指し10月からは、予選を勝ち抜いたお笑い芸人が担当(全6回)。
レギュラー番組・パーソナリティの座の獲得をかけた戦いの結末はいかに!?

月イチでラジオの枠を飛び出す！

復活!深夜“生放送”!!

「月イチでらブレイク｣ (毎月第2日曜深夜 OA）※4月のみ第1日曜日に実施

●実施スケジュール

4月11日(木)、5月11日(土)、6月11日(火)、
7月11日(木)、8月11日(日)、9月11日(水)、
10月11日(金)、11月11日(月)、12月11日(水)、
1月11日(土)、2月11日(火･祝)、3月11日(水)

●実施スケジュール

4月 7日(日) 26:55～29:00
5月12日(日) 26:55～29:00
6月 9日(日) 26:55～29:00
7月14日(日) 26:55～29:00
8月11日(日) 26:55～29:00
9月 8日(日) 26:55～29:00

10月13日(日)  26:25～29:00
11月10日(日)  26:25～29:00
12月 8日(日)  26:25～29:00

1月12日(日) 26:25～29:00
2月 9日(日) 26:25～29:00
3月 8日(日) 26:25～29:00

月イチでパーソナリティが飛び出す！

毎月11日は ｢飛び出す！パーソナリティ｣

予定は変更になる場合があります。

予定は変更になる場合があります。
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東海地区に於ける歌謡曲の更なる普及・啓蒙、新規アーティストの発掘、音源の販売拡大
を目標に2018年春にスタートしたステーションプロジェクト・｢歌謡曲主義｣。
ここまで歌謡曲応援ワイド番組を金曜日を除く全曜日で放送し、演歌・歌謡曲ファンへ
ほぼ毎日、アーティストの楽曲やそのトークをお伝えしてきました。
また立体的な展開として｢歌謡曲主義カラオケ選手権｣を実施。
ここまで実施してきた予選会は10回を超え、ファン層の裾野拡大に取り組んでいます。
そんなステーションプロジェクト｢歌謡曲主義｣のもう1つの機軸がついに“デビュー”。
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タイトル
開局60周年記念
東海ラジオ大歌謡祭

日時
2019年 5月 17日(金)
第1部 開演 12:00
第2部 開演 16:00

場所
日本特殊陶業市民会館
フォレストホール

出演者
市川由紀乃/丘みどり/杜このみ/
工藤あやの/津吹みゆ/羽山みずき/
純烈/パク・ジュニョン/川上大輔/三丘翔太

チケット
全席指定 4,800円(税込)
東海ラジオ放送 事業部(052-962-6151)他にて発売中



2014年に開局55周年企画としてスタートした、「東海ラジオ大感謝祭」も今年で数えること
6回目。ここまで毎年、多くのアーティストや人気パーソナリティを総動員してお送りする恒例の
イベントへと成長を遂げました。昨年は10万人弱を迎え入れた「東海ラジオ大感謝祭」も
開局60周年記念事業の一つとして、今年はよりパワーアップ。
大須夏まつり会場と合わせて改元後の初の大感謝祭も賑やかにお送りします。

タイトル
開局60周年記念
東海ラジオ大感謝祭2019(仮)

日時
2019年 9月 22日(日)

23日(月･祝)

場所 出演者
オアシス21 銀河の広場(名古屋市中区栄) 未定

タイトル
開局60周年記念
東海ラジオ大感謝祭2019 公開録音 in 大須夏まつり(仮)

日時
2019年 8月 3日(土)

場所
大須観音境内 特設ステージ
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タイトル
東海ラジオ開局60周年記念
さだまさしコンサート2020（仮）

日時
2020年3月19日(木) 開場 17:30 開演18:00(予定)

場所
名古屋市公会堂

料金
未定

主催
東海ラジオ放送、名古屋市公会堂

企画/制作
㈱まさし/さだ企画

チケット
東海ラジオ放送 事業部 052-962-6151 他にて発売予定

さだまさし
コンサート

東海ラジオ・開局50周年には総合プロデューサーを務めた、
さだまさしさんの限定ライブ。
まさに「ONLY ONE」の必聴ライブが60周年記念イベントとして実施決定。
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冠 催事

7月17日(水) 東海ラジオ主催 セ・リーグ公式戦 中日対阪神
8月03日(土) 東海ラジオ大感謝祭 大須夏まつり
8月22日(木)～26日(月)

国立ボリショイサーカス 夏休み名古屋公演
9月22日(日)&23日(月･祝)

東海ラジオ大感謝祭 2019(オアシス21)

このほか各種番組ツアーも冠催事として実施いたします。

従来のレギュラーイベントも60周年記念の冠催事として実施。
2020年4月1日までの1年間を盛り上げます。

そ の他
・周年限定仕様の名刺・社用封筒等の製作

・周年限定仕様のオリジナルグッズ(局ノベルティ)の配布

・社史(60年史)の編纂･発行

8Ⓒ中日ドラゴンズ



O NLY ONE な

□商品仕様
FM ラジオが聴取可能なバッジ型のラジオ
受信：FM 局
サイズ：直径60mm／厚さ12mm
材質：筐体ABS
電源：充電式／リチウムイオン電池(3.7V)
連続動作時間：約10 時間
操作キー3 ボタン

開局60周年事業と「ドラゴンズステーション東海ラジオ」のスタートを
記念した、オリジナルノベルティの製作を行っていきます。

▲デザインは制作途中のものでイメージです。

開局60周年を祝って東海ラジオでは、
オリジナルデザインの「東海ラジオを聴くドアラ」などを
配した、FMバッジラジオを限定生産します。
バッジとしてカバンや上着の胸ポケットにつけても可愛い、
普段使いOK！な携帯FMラジオで、
東海ラジオを聴くワイドFM端末としても活躍！
簡単操作で使いやすいのも特徴です！

(東海ラジオ･1局のプリセットとなります。)

オリジナルグッズの制作決定!!

第1弾 FMバッジラジオ
ナゴヤドームで、中継を聞きながら応援!

第1弾 FMバッジラジオ
ナゴヤドームで、中継を聞きながら応援!

9Ⓒ中日ドラゴンズ



｢ONLY ONE STATION！｣へ生まれ変わる東海ラジオにご期待下さい。


