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■改編のコンセプト

オンリーワンコンテンツである「ドラゴンズ」
「歌謡曲」「YouTuber」を徹底強化！

2021年の東海ラジオのナイターイン編成は、3月29日（月）からスタートします。
中日ドラゴンズのオフィシャル・スポンサーである東海ラジオは、今シーズンもステーションを挙げて
ドラゴンズを徹底応援！また、全国に先駆けてYouTuberの帯番組『クリエイターズ』を制作している
東海ラジオは、新パーソナリティの起用に加えて、この時間帯を含む深夜帯を若者ゾーンに変更し、
新しくネット番組を放送します。そして、歌謡曲を応援するプロジェクト『歌謡曲主義』の関連番組を
大幅にリニューアルします。この他にも注目のJ-POPアーティストを起用した独自のコンテンツ、及び、
プロジェクトをスタートさせます。（改編率 31.0％）

氣志團が、“ドラゴンズステーション東海ラジオ ガッツナイター応援団”に就任！
人気ロックバンド・氣志團が“ドラゴンズステーション東海ラジオ ガッツナイター応援団”に就任！
ドラゴンズへの愛を込めて書き下ろした楽曲『ヘイ！ブラザー』をガッツナイター応援曲として提供。
実況中継のテーマとして使用する他、『ガッツナイター』を始め、応援番組、各ワイド番組内のドラゴンズ
関連コーナーなどで使用し、盛り上げます。

『クリエイターズ』の前後に、『CultureZ』と『オールナイトニッポン０（ゼロ）』を放送
平日の深夜番組帯が大きく変わります。
毎週月曜から木曜までの25時から、新番組『CultureZ』 （文化放送制作）がスタート。GENERATIONS 
from EXILE TRIBEの佐野玲於を始め、声優・夏川椎菜、お笑い芸人・土佐兄弟、男女YouTuber2人組
パパラピーズなど 90年代半ばから00年代初めに生まれたZ世代に人気の４組のパーソナリティが、
リスナーと共に、次の「おもしろい」を探していきます。
26時からの『クリエイターズ』は、地元在住のYouTuber・つる兄と、癒し系料理家クリエイター・はるあんが、
新たにパーソナリティに加わり、リニューアル。
そして、毎週月曜から金曜の27時からは、『オールナイトニッポン０（ZERO)』（ニッポン放送制作）が、
遂に登場します。 ラインアップは、歯に衣着せぬ喋りで人気を集めるファーストサマーウイカを始め、
ヒップホップユニット・Creepy Nuts、テレビ東京で数々のヒット番組を手掛けるプロデューサー・佐久間
宣行、M-1グランプリ2020優勝コンビ・マヂカルラブリー、人気お笑いコンビ・三四郎となっています。

『歌謡曲主義』関連の番組が大幅リニューアル
古き良き歌謡曲を大切にしながらもこれからの歌謡曲を応援し、新しいムーブメントを起こすことを目的と
した独自のプロジェクト「歌謡曲主義」関連の番組が大幅にリニューアルします。土曜日の生ワイド『歌謡曲
主義』は放送時間を3時間に拡大（土曜17時～20時） 。純烈、市川由紀乃の出演番組もこの中で放送します。
『原光隆の歌謡曲主義』（日曜17時～19時）では、昭和の作詞家・作曲家にスポットを当て、珠玉の名曲と共に
お送りする新企画「昭和のうたびと」がスタートします。土曜27時00分～28時45分は、有望な7組の若手
歌手がそれぞれの独自の番組で構成する『東海ラジオ歌謡曲主義～暁（あかつき）～』がスタートします。

１年間応援する『TOKAIRADIO ONE ARTIST 2021!』には、ゴスペラーズを抜擢！
東海ラジオは、1組のアーティストとその楽曲を1年にわたり応援していくプロジェクト『TOKAIRADIO
ONE ARTIST 2021！』に、ゴスペラーズを抜擢しました。楽曲 『I Want You』をパワープレイする他、
天気予報のBGMとしても使用します。

2021年春からも、東海ラジオに是非ご期待下さい。
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30

笠原将弘の
賛否両論！

ときめきラジオ

サンデープロムナード

わくわくお届け便
まいどあり～。

健康とっておき！
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STATION 630
RUSH HOUR!
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土曜も絶好調！ 55
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ニッポン全国消防団
信仰の時間

11

アンダーポイントの

まっぴるま！

　パーソナリティ
　アンダーポイント

歌謡曲主義
ねね・のりこの
アオハル
みゅ～じっく♪

　パーソナリティ
　ねね
　青山紀子

9

　タクマ・神野のどーゆーふー

　　　　　　　　　　パーソナリティ
　　　　　　　　　　タクマ
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おはようラジオ
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　小島一宏　モーニングッド！

　　　　　　　　　　パーソナリティ
　　　　　　　　　　小島一宏
　　　　　　　　　　森由貴子

伊藤澄夫の

天下の一大事
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高井一

スイッチ・オン！
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　高井一
　成田香織
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耳より健康便り 録音風物誌

土 日

5

安蒜豊三　きょうもよろしく

　　　　　　　　　パーソナリティ
　　　　　　　　　安蒜豊三

まいどあり～。  田口ますみの
毎日笑顔！元気塾

松井宏夫の
毎日笑顔！元気塾 新番組

月 火 水 木
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山浦ひさしの
ドラゴンズステー
ション

パーソナリティ

山浦ひさし

東海ラジオ野球解説者

日高優月(SKE48)
(ガッツナイ ターサポーター)

大澤広樹のドラゴンズステーション
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Radio Show！
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　深谷里奈
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　ねね
　青山紀子

まいどあり～。

　OH! MY CHANNEL!
　　　　　　　　　　パーソナリティ
　　　　　　　　　　大前りょうすけ

13

神田豐瑞・
ラジオ説法

旬！SHUN！
ピックアップ
山本譲二の

住まいるフレンド

峰竜太と
みんなの信州

ガッツナイタースペシャル

14
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　源石和輝！抽斗(ひきだし)！
　　　　　　　　　　パーソナリティ
　　　　　　　　　　源石和輝
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RUSH HOUR!

聖教新聞presents

ことばのチカラ

～成功へのターニング

ポイント～

海蔵亮太
リョウタのカタチ

歌謡スクエア
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King&Prince

永瀬廉の

Radio GARDEN

松山千春 ON 
THE RADIO

宮田篤の
ヴィンテージ☽
ナイト

土 日

20

dela ding dong!

ガッツナイター
アンニョンコリア！ せんねん灸プレゼンツ

しあわせ演歌・

石原詢子です

安江のぶおの

Radio Smile

月 火 水 木 金

22

オールナイトニッポン MUSIC 10 

月：森山良子
火：鈴木杏樹
水：名取裕子（1・3週）
　   森高千里（2週）
　   岸谷香（4週）
木：渡辺満里奈

オールナイトニッポン
GOLD

SKE48♡
1+1+1は
3じゃないよ！

東海
オンエアラジオ

angelaの

sparking! talking! 
Show!

23

SKE48♡1+1は2じゃないよ！ DＫＫプレゼンツ

DJ MIKIO今夜も一緒に

語りましょう！高校ラジオクラブ TSUKEMENの

TSUKEラ ジ！

チキン ガーリック ステーキ

アカ ペラ ジオ

佐田玲子の

夢はまだ平気ですか

つばきファ クトリーの

キャメリアナイ ト

スポーツ伝説

看板娘 ホッピー・ミーナのHOPPY HAPPY BAR 

7ORDER諸星翔希の
青春ファンク

27
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CultureZ

月：夏川椎菜
火：土佐兄弟
水：佐野玲於（GENERATIONS from EXILE TRIBE）
木：パパラピーズ

ドットーレ山口の
ドキドキラジオ'84
～シーズン3～

ゴスペラーズ
黒沢 薫
ぽんラジオ

BEYOOOOONDS

のビヨ～～～～～ン

っと飛びこえナイト！

祭nine.の
祭の祭り！

流れ星の
ながらじお！

SKE48♡
1×1は
1じゃないよ！

SixTONESの
オールナイト
ニッポン
サタデー
スペシャル

水樹奈々
スマイルギャング

24

レコメン！

月～水：オテンキのり
月：菅井友香　KinKi Kids
火：加藤史帆　小山慶一郎
水：田村真佑　Kis-My-Ft2
木：ジャニーズWEST 桐山照史 中間淳太　Hey! Say! 7

東海ラジオ
ミッドナイト
スペシャル
～金シャチ劇場～

前野沙織＆
you radio

畠中祐・悠太の
ポン☆コツ
再生工場

休止枠

TIME

20

15

30

28

水雲-MIZMO-の
みんなずっともっと

田中あいみ👑
はんなりラジオ

早起きエール！ 青山 新の
歌う青春一直線！

旬！SHUN！ピックアップ

オールナイトニッポン0(ZERO)

月：ファーストサマーウイカ
火：Creepy Nuts
水：佐久間宣行
木：マヂカルラブリー
金：三四郎

辰巳ゆうとの

YOUとピア～あなたと一緒～

彩青の

"しゃべり者（もん）です“

中澤卓也の
ミッドナイトピットイン

パクジュニョンの

ギューッと離さない♡

26

クリエイターズ

月：北の打ち師達
火：【新】つる兄
水：【新】はるあん
木：ななこ

放課後Hi☆Five 世の光
いきいきタイム

響子の本気でナイト

ももいろクローバーZ
ももクロくらぶ

xoxo

高橋直純の
トラブルメーカー
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■ドラゴンズ応援番組

毎週月曜日
17:15～19:00

©中日ドラゴンズ

権藤 博 鈴木孝政 鹿島 忠 山本昌 山﨑武司 谷繁元信 大西崇之 井端弘和 森野将彦

■レギュラー解説者

■実況担当アナウンサー

綾小路 翔（DRAGON VOICE, MC & GUITAR）
与田剛監督が中学校の先輩なので、こういう形で先輩と繋がれて
マジ死ぬほど嬉しいです。氣志團はデビューして20周年。誰よりも
一緒にいるのがメンバー。信頼する仲間がいて、チームだからこそ
やってこれました。ドラゴンズも、試合に出ている選手はもちろん、
彼らを支えるスタッフ、コーチ、監督、そして何よりファンの皆様、
その全員を合わせてチームなんだと思っています。そんな気持ちを
込めて「ヘイ！ブラザー」を書きました。いつか与田先輩にも兄弟と
言ってもらいたいです。…調子こいてすみません。
ただ、自分辰年なんで、ドラゴンズ推しに決まってます！そこー！

西園寺 瞳（GUITAR）
プロ野球を見始めたころからの熱狂的なドラゴンズファンなので
応援団就任は感無量です。プロ野球は、見る人を含めて、みんなで
一緒に楽しんで、一緒に作り上げていくものだと思うので、その
ピースの一つとして、象徴になるような曲になってくれると嬉しい
です。昨年は久しぶりのAクラス！今年は優勝目指して頑張って
ほしいです！

氣志團が
“ドラゴンズステーション東海ラジオ

ガッツナイター応援団”に就任！

大ヒットナンバー『One Night Carnival』で知られる氣志團が、ドラゴンズステーション東海ラジオ ガッツナイター応援団に就任！
ドラゴンズへの愛を込めて書き下ろした楽曲『ヘイ！ブラザー』をガッツナイター応援曲として提供します。実況中継のテーマ曲として
使用する他、『ガッツナイター』を始め、ドラゴンズ応援番組、各ワイド番組内のドラゴンズ関連コーナーなどで使用し、シーズンを
通じて、応援を盛り上げていきます。

3月26日（金）の開幕戦・広島×中日戦から、ドラゴンズ戦は試合終了まで、完全実況生中継でお届けします。

火曜日～金曜日
2021年3月30日（火）～10月15日（金）17時57分～試合終了まで

土曜日・日曜日
2021年4月3日（土）～10月17日（日） 13時55分～試合終了まで

◆◆◆◆◆◆◆ドラゴンズ戦の実況中継は東海ラジオで◆◆◆◆◆◆◆

毎週火曜日～金曜日
17:15～21:30

北山 靖 村上和宏 大澤広樹

森 貴俊 吉川秀樹

山浦ひさし

日高優月(SKE48)

ガッツナイターサポーター

©2019 Zest,Inc.



NEW

■番組概要:キーワードは「Z世代」。「深夜ラジオから新しい文化を創る」ため、４組のZ世代に人気の
パーソナリティが、クリエイティブなリスナーと共に、次の「おもしろい」を探していきます。2021年のスローガンは
「#ずっとアオハル」。頑張るキミと一緒に、深夜を駆け抜けていきます。

■番組名：CultureZ（読み：カルチャーズ）（文化放送制作番組）
■放送日時：毎週月曜日～木曜日・25:00～26:00

■パーソナリティ： 月）夏川椎菜 火）土佐兄弟 水）佐野玲於（GENERATIONS

from EXILE TRIBE） 木）パパラピーズ

（月）夏川椎菜
声優・アーティスト。1996年7月18日生まれ。2015年
に雨宮天、麻倉ももと共に声優ユニット・TrySailを結成。
横浜アリーナ公演などを経て現在まで精力的に活動して
いる。2017年4月にソロデビュー。声優として『ハイスクー
ル・フリート』（岬明乃）『Classroom☆Crisis』（上
永谷アキ）など

（火）土佐兄弟
お笑い芸人。土佐有輝（弟・左）94年生まれ
土佐卓也（兄・右）87年生まれ。弟・有輝のTikTokは
フォロワー100万人超え、総再生回数は5億回越え‼
Youtubeチャンネル『土佐兄弟の青春チャンネル』の
登録者数43万人。注目のお笑いコンビ。

90年代半ばから00年代の初めに生まれた
『Z世代』に向けた新番組がスタート！

（水）佐野玲於
（GENERATIONS from EXILE TRIBE）
ダンサー・俳優。1996年1月8日生まれ。2012年11月、
GENERATIONS from EXILE TRIBEパフォーマーとし
てメジャーデビュー。俳優活動として、ドラマ『GTO』を始め、
映画『虹色デイズ』などに出演。アーティストだけでなく俳優
としても注目を集めている。

（木）パパラピーズ
1996年生まれのタナカガ（左）じんじん（右）からなる
男女コンビYoutuber。 チャンネル登録者数は161万人
越え‼ Ｚ世代シンクタンク「Z総研」 2020年上半期
トレンドランキング Youtuber部門で堂々の第1位‼



リニューアル

（月）北の打ち師達 NEW (火）つる兄

NEW（水）はるあん

■番組概要:
2019年10月にスタートしたラジオ局として初のYouTuberの帯番組「クリエイターズ」が
この春、リニューアルします。火曜日のパーソナリティに地元在住のYouTuber・つる兄が、

そして、水曜日には、癒し系料理家クリエイター・はるあんが加わります！

チャンネル登録者数82万人！癒し系料理家クリエイター・“はるあん”と、

YouTubeのみならず、TikTokでも人気を集める地元在住の“つる兄”が

ラジオパーソナリティに挑戦！

（木）ななこ

■番組名：クリエイターズ
■放送日時：毎週月曜日～木曜日・26:00～27:00
■パーソナリティ 月：北の打ち師達（UUUM所属）

火：つる兄（UUUM所属） NEW! 初回放送3/30（火）
水：はるあん（UUUM所属） NEW! 初回放送3/31（水）
木：ななこ（UUUM所属）



NEW

■番組概要:
東海ラジオは、2021年春から、かねてより要望が強かった深夜3時からの『オールナイトニッポン0
(ZERO)』をネット放送します。ラインアップは、月曜日/歯に衣着せぬ喋りで人気を集めるファースト
サマーウイカ、火曜日/ヒップホップユニット・Creepy Nuts、水曜日/テレビ東京で数々のヒット
番組を手掛けるプロデューサー・佐久間宣行、木曜日/M-1グランプリ2020優勝コンビ・マヂカル
ラブリー、金曜日/人気お笑いコンビ・三四郎となります。東海ラジオは朝までパワー全開！

東海地方のラジオリスナー待望の深夜番組をお届けします！

月）ファーストサマーウイカ
2年目、嬉しいです！リスナーの皆さんに支えられ、ラジオドリームを体感した初年度でした、
感謝です。紅一点、今年もより一層オールナイトを、土手を盛り上げていきたいと思います！

火）Creepy Nuts
【DJ松永】まさかの４年目突入にびっくりしています。
毎週、任せて頂いているありがたさを嚙みしめながら、頑張っていきたいです。
【R-指定】ラップ以外にも自分の気持ちや考えを言葉にできる場所があるのは本当にあり
がたいです。４年目もたくさんのHIOHOPをかけて、たくさんのラッパーを呼びたいです。

水）佐久間宣行
人生は全く予想してないことの連続です。まさかラジオが3年目に突入し、その時に自分が会社を
辞めているなんて。図らずも働くおっさんドキュメントラジオになってしまいました。これからもなんでも
話していこうと思います。ラジオあって助かったなー！

木）マヂカルラブリー
【野田クリスタル】去年の4月に初めて単発をやらせていただき、これはもしかしたらレギュラーある
んじゃないかと思ってましたが、続く単発でやった芸人達の評判も良く、バチバチの枠争いが行わ
れました。そして熾烈な枠争いを僕たちは見事制する事ができました。単発で散っていった芸人た
ちの思いを背負い、鬼越トマホークとは違い誰も傷つける事のない優しいラジオを目指します。
【村上】どうもっす！皆様のおかげでパーソナリティになれました。とっても嬉しいです。皆様の夜に
そっと寄り添うような素敵な時間を作っていけたらと思っております。都会の気品漂うラジオにして
行きたいです。よろしくお願い致します。

金）三四郎
【小宮浩信】あっぶね～～、耐えたー！応援してくれたリスナーのおかげで継続することができま
した。これからもバチボコ頑張ります！4月のバチボコプレミアムライブでお会いしましょう！
【相田周二】1部返り咲きを目標に頑張ります！今年もオールナイトニッポン関連のイベントに
は精力的に参加していこうと思っております！待ってろ1部！

■番組名：オールナイトニッポン0（ZERO) （ニッポン放送制作）

■放送日時：毎週月曜日～金曜日・27:00～28:30

■パーソナリティ：月）ファーストサマーウイカ 火）Creepy Nuts 水）佐久間宣行

木）マヂカルラブリー 金）三四郎



古き良き歌謡曲を大切にしながらもこれからの歌謡曲を応援し、新しいムーブメントを起こすことを目的とした
独自のプロジェクト「歌謡曲主義」関連の番組が大幅にリニューアルします。土曜日の生ワイド『歌謡曲主義』は
放送時間を3時間に拡大。 純烈、市川由紀乃の出演番組もこの中で放送します。『原光隆の歌謡曲主義』では、
昭和の作詞家・作曲家にスポットを当て、珠玉の名曲と共にお送りする新企画「昭和のうたびと」がスタートします。

■番組名：井田・三丘の歌謡曲主義
■放送日時：第1＆2土曜日・17:00～20:00
■パーソナリティ：井田勝也（東海ラジオアナウンサー）

三丘翔太（テイチクエンタテインメント）

リニューアル

■番組名：井田・工藤の歌謡曲主義
■放送日時：第3土曜日・17:00～20:00
■パーソナリティ：井田勝也（東海ラジオアナウンサー）

工藤あやの（徳間ジャパン）

オンリーワンコンテンツが更にパワーアップ

■番組名：原 光隆の歌謡曲主義

■放送日時：日曜日・17:00～19:00

■パーソナリティ：原 光隆（フリーアナウンサー）

■番組名：純烈だもの

■放送日時：土曜日・19:10～19:25

■パーソナリティ：純烈（日本クラウン）

■番組名： 市川由紀乃の歌の贈り物

■放送日時：土曜日・19:40～19:55

■パーソナリティ：市川由紀乃（キングレコード）

【 土曜日 】

【 日曜日 】

■番組名：真田ナオキの本気で…⁉
■放送日時：日曜日・18:40～18:55
■パーソナリティ：真田ナオキ

（テイチクエンタテインメント）

第4．5土曜日は、井田勝也のパートナーは固定せず、日替わりとなります。

新企画『昭和のうたびと』：昭和の作詞家・作曲家に
スポットを当て珠玉の名曲と共にお送りします。

【 月曜日 】

■番組名：

丘みどりのそばにいて♡

■放送日時：

月曜日・19:30～20:00

■パーソナリティ：

丘みどり（キングレコード）



■番組名：彩青の“しゃべり者です”

■パーソナリティ：彩青（日本コロムビア）

次世代を担う７組の若手歌手の番組がスタート！

～ 暁（あかつき） ～

■番組名：辰巳ゆうとのYOUとピア～あなたと一緒～

■パーソナリティ：辰巳ゆうと（ビクターエンタテインメント）

■番組名：パク・ジュニョンのギューッと離さない♡

■パーソナリティ：パク・ジュニョン（キングレコード）

■番組名：水雲-MIZMO-のみんなずっともっと

■パーソナリティ：水雲-MIZMO- （徳間ジャパン）

■番組名：田中あいみ👑はんなりラジオ

■パーソナリティ：田中あいみ

■番組名：中澤卓也のミッドナイトピットイン

■パーソナリティ：中澤卓也（日本クラウン）

■番組名：青山 新の歌う青春一直線！

■パーソナリティ：青山 新（テイチクエンタテインメント）

27:00～27:15

27:15～27:30

27:30～27:45

27:45～28:00

28:00～28:15

28:15～28:30

28:30～28:45

辰巳ゆうと

毎週土曜・27時00分～28時45分で、今後、更なる活躍が期待される7組の若手歌手が、
それぞれの独自の番組で構成する『東海ラジオ 歌謡曲主義～暁（あかつき）～』がスタートします。

NEW

【 土曜日 】

彩青

中澤卓也

青山 新水雲-MIZMO-

パク・ジュニョン



東海ラジオ（AM1332 FM92.9）は、1組のアーティストとその楽曲を1年にわたり応援して
いくプロジェクト『TOKAIRADIO ONE ARTIST 2021！』に、ゴスペラーズを抜擢する。
1年間にわたり、ゴスペラーズの楽曲 『I Want You』をパワープレイして応援する他、同社
の天気予報や局報のBGMとしても使用する。ヴォーカル・グループのパイオニアとして国内
のみならず、アジア各国でも作品をリリースするゴスペラーズ。今年3月10日には、アカペ
ラのみで構成したアルバム『アカペラ2』（楽曲『 I Want You』も収録）をリリースし、
更なる活躍が期待される。又、東海ラジオでは、毎週日曜日、25時00分～25時30分で
メンバーの黒沢 薫がレギュラー番組を務める『ゴスペラーズ 黒沢 薫 ぽんラジオ』を放送中。

東海ラジオ放送株式会社 報道制作局編成部 （hensei@tokairadio.co.jp）
〒461-8503 名古屋市東区東桜１丁目１４番２７号
ＴＥＬ：052-951-2533 ／ ＦＡＸ：052-951-2539

2021年3月16日

【 プロフィール 】
北山陽一、村上てつや、黒沢薫、酒井雄二、安岡優。1991年、早稲田大学のアカペラ・サークル
＜Street Corner Symphony＞で結成。1994年、キューンミュージックよりシングル「Promise」で
メジャーデビュー。2000年のシングル「永遠（とわ）に」、アルバム『Soul Serenade』がロング
セールスを記録しブレイク。2014 年にはデビュー20周年記念のベスト・アルバム『G20』をリリース。
2021年3月10日には、アカペラのみで構成されたオリジナルアルバム『アカペラ２』をリリース。
4月から全国9都市を回るツアーを行う。

東海ラジオが年間で応援する『TOKAIRADIO
ONE ARTIST 2021！』は、ヴォーカル・グループの
パイオニア、ゴスペラーズに決定！

©中日ドラゴンズ

ニューアルバム「アカペラ２」
2021.3.10リリース

レギュラー番組『ゴスペラーズ 黒沢 薫 ぽんラジオ』（毎週日曜25時00分）放送中

全てを我々の想定外の世の中へと変えてしまった
コロナの猛威。まさに、ナビのない毎日を生きなくては
いけない中で、恋愛の相手だけに限らず、大切な人との
新しい日常を創り出していく希望のようなものを
この歌に込めました。自分の声を届けること、
色々な人の声に耳を傾けること、どちらも、今必要なこと
だと思います。アカペラというスタイルを通して、
そんなことを感じ取ってもらえたら嬉しく思います。

村上てつや（ゴスペラーズ）

mailto:hensei@tokairadio.co.jp

