2019年9月11日

２０１９年 東海ラジオ 秋の新番組
■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～
新しいオンリーワンコンテンツの提案
2020年4⽉1⽇の開局60年に向かって、東海ラジオは今年4⽉から数々の記念事業を
⾏っています。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。そしてこのコンセプトの下、この秋の改編ではさらに新しい
オンリーワンの番組を提案していきます。
ラジオ局としては初の動画クリエイターとピアニストを揃えた帯番組「クリエイターズ」（⽕〜
⾦20︓00〜21︓00）がスタートします。弊社は昨年の秋の改編で地元で活動する⼈気
動画クリエイター東海オンエアを起⽤した「東海オンエアラジオ」（⽇22︓00〜22︓30)を
スタートさせました。ネット映像の世界で⼤⼈気の彼らがラジオという⾳声媒体では、映像
以上に本⼈たちの個性を引き出し、また彼らの主戦場である動画での企画やSNSとも連動
してファン層を拡⼤してきました。この成功事例を基にこの秋は新たに4組の個性豊かな動画
クリエイターとピアニストがラジオパーソナリティとしてデビューします。
弊社は今シーズンから中⽇ドラゴンズのオフィシャル・スポンサー契約を結び「ドラゴンズステー
ション東海ラジオ」として中⽇ドラゴンズを徹底応援してまいりましたが、プロ野球シーズンが
終わってもその姿勢は変わりません。その旗艦番組である「⼤澤広樹のドラゴンズステーション」
（⽉〜⾦16︓00〜19︓00）は野球中継がなくなっても、番組オリジナルの時間を拡⼤
してリニューアルいたします。もちろん全番組を挙げてドラゴンズを応援︕ドラゴンズ応援コーナー
もパワーアップしていきます。
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、80年代〜90年代に⻘春（アオハル）を過ごした
⼈々に向けて「歌謡曲主義 ねね・のりこのアオハルみゅ〜じっく♪」（⽇12︓00〜14︓00）
がスタートします。また「26時の歌謡曲」（⽉〜⽊26︓00〜27︓00）のパーソナリティには
⽉曜⽇に純烈、⽕曜⽇に中澤卓也らが加わります。この他にも、弊社には独⾃のコンテンツが
⽬⽩押し、⼟曜⽇の⼣⽅には「なごやか寄席」（⼟17︓00〜18︓00）も復活します。
他では聴けない「オンリーワンの集合体」それが東海ラジオです。
2019年秋も、進化を続ける東海ラジオに是⾮ご期待下さい。
尚、今回の改編率は29.7%です。

２０１９年 東海ラジオ 秋の新番組
■改編のポイント
☆ラジオ初︕動画クリエイターとピアニストによる帯番組︕
「クリエイターズ」（⽕〜⾦ 20︓00〜21︓00） 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〜⾦ 16︓00〜19︓00） リニューアル
「ガッツナイター名勝負」（⽇ 17︓00〜18︓00） 新番組
☆演歌・歌謡曲を応援する独⾃プロジェクト「歌謡曲主義」
「歌謡曲主義 ねね・のりこのアオハルみゅ〜じっく♪」 （⽇ 12︓00〜14︓00） 新番組
「歌謡曲主義 26時の歌謡曲」（⽉〜⽊ 26︓00〜27︓00） リニューアル
「井⽥・⼯藤の歌謡曲主義」（⽉⼀回 ⼟ 14︓00〜16︓00） リニューアル
☆ありとあらゆる話題を各界の論客が⼀⼑両断するニュースプログラム︕
「ザ・フォーカス」（⽉〜⽊ 19︓00〜20︓00）
新番組
「ザ・フォーカス フライデースペシャル」（⾦ 19︓00〜20︓00）
☆乃⽊坂46の新たな⼀⾯を⾒つけていくプログラム
「乃⽊坂46の「の」」（⽔ 21︓00〜21︓30） 新番組
☆ついに“キンプリ”が東海ラジオに登場︕
「King & Prince 永瀬廉のRadio GARDEN」（⽊ 21︓00〜21︓30） 新番組
☆伝説の落語番組、ふたたび︕
「なごやか寄席」（⼟ 17︓00〜18︓00） 新番組
☆週末の夜は前野沙織とともにゆったりとした時間を…
「さおらじ︕」（⼟・⽇ 18︓00〜19︓00） 新番組
☆ゴスペラーズ ⿊沢 薫が東海ラジオに帰ってきた︕
「ゴスペラーズ ⿊沢 薫 ぽんラジオ」（⼟ 19︓00〜19︓30） 新番組
☆世界を⽬指す地元スポーツ選⼿の情報を幅広くお届け︕
「SUNDAY SPORTS JAM」（⽇ 19︓00〜19︓30） 新番組

２０１９年 東海ラジオ 秋の新番組
2019年10月番組表①赤新番組②黄企画変更③青時間変更④緑企画・時間変更
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２０１９年 東海ラジオ 秋の新番組
新番組

■番組名
クリエイターズ

■放送⽇時
毎週⽕〜⾦曜⽇

20︓00〜21︓00 ※放送開始は10⽉1⽇(⽕)〜

■パーソナリティ
【⽕】⼣闇に誘いし漆⿊の天使達
（神奈川厚⽊発コミック系ラウドバンド
兼クリエイター）

【⽔】えっちゃん
（⼥性マルチのアート系クリエイター）

【⽊】わっきゃい

夕闇に誘いし漆黒の天使達

えっちゃん

（才能の無駄遣い系動画クリエイター）

【⾦】まらしぃ（ピアニスト）

■番組概要

わっきゃい

まらしぃ

多数のチャンネル登録者を持つ動画クリエイターや東海地区在住のピアニストが各曜⽇を担当する、
クリエイターパーソナリティによるラジオ史上初の帯番組。
各クリエイターがラジオならではの2WAYコミュニケーション機能を駆使し各々の番組で⾃らを⾃由
に発信していきます。また動画コンテンツを融合させ各クリエイターがインフルエンサーとして情報を
発信していきます。

２０１９年 東海ラジオ 秋の新番組
■パーソナリティ紹介
■⽕曜⽇

⼣闇に誘いし漆⿊の天使達

神奈川県厚木発 小柳、ともやん、千葉、にっちの
4人からなるコミック系ラウドバンド兼動画
クリエイター。「信念の無い笑いを中心とした
活動」をコンセプトに、大喜利や音楽系などの
ジャンルに囚われない動画で幅広い層の支持を
獲得している。
バンド活動においては、昨年12ヶ月連続ワンマン
ツアー「ブラジル」は全て完売、今年4月に待望の
1stアルバム「はじめての夕闇に誘いし漆黒の
天使達」をリリースし、6月には赤坂BLITZ公演も
完売し、今若者から大注目されている。

■⽊曜⽇

わっきゃい

1998年8月3日ロサンゼルス育ち。ロサンゼルス
で生まれたバイリンガル。現役の京都大学生。
平均動画再生数100万回越え、思わずクスリと
笑ってしまう“どうでもいい日常のニュース”を
毎月配信中。ネイティブな英語をいかした
“どうでもいい日常の（英語）授業”も学生を
中心に人気が高まっている。また、ニュースに限ら
ず、英語・日本語のナレーターやコピーライターと
しても活動中。京都大学キャップ投げ倶楽部代表と
してキャップ投げ野球の普及活動も行っている。

■⽔曜⽇

えっちゃん

女性マルチのアート系クリエイター。
YouTubeチャンネル登録者数180万人越えの
「ボンボンTV」で大人気！美術系高校・大学を
出てとにかくモノづくりやお絵かきが大好きな
クリエイター。マルチ・ゲーム・ビューティーなど
何から何までできることは全てチャレンジ！
2018年3月からは【好きを見つける・見つけられ
る】をモットーに編集者O-LuHA君と2人で個人
チャンネルを開設し、子供から大人まで幅広く
楽しんでもらえるコンテンツを毎日配信中。

■⾦曜⽇

まらしぃ

1990年3月10日愛知県名古屋市生まれ、在住。
ピアニスト、作曲家。再生回数6億回、ピアノ1台
で多くの人の心を虜にするピアニスト。TOYOTA
「アクア」CMでも話題になった「千本桜」演奏
動画は1700万再生を超える。アニメ、ゲーム、
ボーカロイド、J-POP、そしてオリジナル、従来
のジャンルに囚われない選曲、まらしぃ自身
楽しんでピアノを弾くスタイルに日本のみならず
世界のピアノファンが共感、支持する新世代
ピアニスト。

２０１９年 東海ラジオ 秋の新番組
リニューアル

©中日ドラゴンズ

■番組名
⼤澤広樹のドラゴンズステーション

■放送⽇時
毎週⽉〜⾦曜⽇ 16︓00〜19︓00

※リニューアルは9⽉30⽇(⽉)〜

■パーソナリティ
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）

【⽔】有⾥奈（モデル）

大澤広樹(おおさわひろき)
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。

【⽊】森美紅（モデル）

権藤博

■番組概要

鈴木孝政

鹿島忠

仁村徹

日高優月
©2019 Zest,Inc.

山本昌

山﨑武司

前野沙織

谷繁元信

井上一樹

有里奈

井端弘和

森美紅

ドラゴンズを応援するすべての⼈の“オンリーワン番組” 「⼤澤広樹のドラゴンズステーション」が新たな
アシスタントを加えリニューアル。⽔曜にはモデルの有⾥奈、⽊曜には同じくモデルの森美紅が参加。
「ガッツナイター」でおなじみの豪華解説者陣も引き続き毎⽇出演し、ナイターオフもドラゴンズを徹底
応援します︕

２０１９年 東海ラジオ 秋の新番組
新番組

■番組名
ガッツナイター名勝負

■放送⽇時
毎週⽇曜⽇

17︓00〜18︓00

■パーソナリティ
吉川秀樹（東海ラジオアナウンサー）

吉川秀樹(よしかわひでき)
1983年生まれ。神奈川県出身。
過去の担当番組は、「ガッツナイ
ター最前線」、「2Cool」など。
趣味は野球、ピアノ、ツーリング。

■番組概要
これまでに東海ラジオが中継してきたドラゴンズ戦の数々。その中から、ファンの記憶に残っている
であろうドラゴンズの名勝負を、当時の実況⾳源とともに振り返る。懐かしの選⼿、懐かしの場⾯
をお送りする1時間です。

２０１９年 東海ラジオ 秋の新番組
新番組

■番組名
歌謡曲主義 ねね・のりこのアオハルみゅ〜じっく♪

■放送⽇時
毎週⽇曜⽇

12︓00〜14︓00

※放送開始は10⽉6⽇(⽇)〜

■パーソナリティ
ねね（タレント）
⻘⼭紀⼦（タレント）

ねね
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。

青山紀子(あおやまのりこ)
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。

■番組概要
80年代〜90年代に⻘春（アオハル）を過ごした⼈々に向けた⾳楽番組がスタートします。
「⽇曜も歌謡曲」でタッグを組んだねねと⻘⼭紀⼦がパーソナリティを担当し、⽇曜午後のひと時に
懐かしのあの名曲をお届けします。

２０１９年 東海ラジオ 秋の新番組
リニューアル

■番組名
井⽥・三丘の歌謡曲主義

【⽉イチ】井⽥・⼯藤の歌謡曲主義

■放送⽇時
毎週⼟曜⽇

14:00〜16:00

※「井⽥・⼯藤の歌謡曲主義」の初回放送は10⽉19⽇(⼟)

■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(歌⼿)
【⽉イチ】⼯藤あやの(歌⼿)

⼯藤あやの
1994年生まれ、山形県出身。
2010年16歳で出場した
「弦哲也北区の演歌座2010」
新人歌手発掘オーディションで、
大賞を受賞。2014年デビュー。

井田勝也(いだかつや)

三丘翔太(みつおかしょうた)

1990年生まれ、佐賀県出身。
過去の担当番組は「井田･なかし
の！カウントダウン3･2･1!!!」、
「DEEP in TOKAI」など。
趣味はプラモ作り、特撮鑑賞。

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。

■番組概要
「井⽥・三丘の歌謡曲主義」が新たな⽉イチパーソナリティ・⼯藤あやのを迎え、リニューアル︕
「⼯藤あやののよだかぽっぽぽー」、「26時の歌謡曲」⾦曜パーソナリティを歴任した注⽬の若⼿演歌歌⼿
⼯藤あやのが満を持して⼟曜のワイド番組に登場します。
井⽥＆三丘＆⼯藤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。

２０１９年 東海ラジオ 秋の新番組
リニューアル

■番組名
歌謡曲主義 26時の歌謡曲

■放送⽇時
毎週⽉〜⽊曜⽇

26:00〜27:00

※リニューアルは9⽉30⽇(⽉)〜

■パーソナリティ
【⽉】純烈
【⽕】中澤卓也
【⽔】⾠⺒ゆうと

純烈

中澤卓也

【⽊】原光隆

辰巳ゆうと

原光隆

■番組概要
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純烈と中澤卓也が登場︕
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。

２０１９年 東海ラジオ 秋の新番組
新番組

■番組名
ザ・フォーカス

【⾦】ザ・フォーカス〜フライデースペシャル

■放送⽇時
毎週⽉〜⾦曜⽇

19︓00〜20︓00

※放送開始は9⽉30⽇(⽉)〜

■パーソナリティ
【⽉〜⽊】森⽥耕次(ニッポン放送解説委員)
【⾦】垣花正(フリーアナウンサー)

■アシスタント
【⽉〜⽊】増⼭さやか(ニッポン放送アナウンサー)

■番組概要
⽉曜〜⽊曜はコメンテーターとアンカーマンが毎⽇のニュースをピックアップ。政治、経済、社会
情勢まで、ありとあらゆる話題を各界の論客が⼀⼑両断していくニュースプログラムです。
⾦曜⽇は「フライデースポーツスペシャル」。スポーツの要素を打ち出して放送します。

２０１９年 東海ラジオ 秋の新番組
新番組

■番組名
乃⽊坂46の「の」

■放送⽇時
毎週⽔曜⽇

21︓00〜21︓30

■パーソナリティ
乃⽊坂46

■番組概要
乃⽊坂46の新しい⼀⾯、即ち、「乃⽊坂46の新たな○○」を⾒つけていくプログラム︕
ラジオだけでしか⾒せない彼⼥たちの「素」の部分に迫ります。
パーソナリティは、週替わり。あなたもメンバーの新たな⼀⾯を、⼀緒に⾒つけていきましょう‼

２０１９年 東海ラジオ 秋の新番組
新番組

■番組名
King & Prince 永瀬廉のRadio GARDEN

■放送⽇時
毎週⽊曜⽇

21︓00〜21︓30

■パーソナリティ
永瀬廉（King & Prince）

■番組概要
King & Prince 永瀬廉くんが挑戦するラジオ⼀⼈喋り番組です。
王宮の中庭で永瀬廉くんとおしゃべりするように聴いてください。⼀週間の疲れを取ってあげるような、
リスナーに寄り添う番組です。

２０１９年 東海ラジオ 秋の新番組
新番組

■番組名
なごやか寄席

■放送⽇時
毎週⼟曜⽇

17:00〜18:00

■案内役
村上和宏（東海ラジオアナウンサー）
村上和宏(むらかみかずひろ)
1967年生まれ、広島県出身。
過去の担当番組は「ドラヂカラ‼」、
「ドラゴンズNo.1ジョッキー」、
「ナイト・アンド・ディ ミュー
ジックイン」。趣味はトランペット。

■番組概要
1974年から1999年の25年間に渡り、東海ラジオが名古屋に演者を招き公開録⾳にて収録し、
放送した⻑寿番組「なごやか寄席」が復活します︕
東海ラジオが所有する膨⼤なライブラリの中から、六代⽬ 三遊亭圓⽣や五代⽬ 柳家⼩さん、
五代⽬ 三遊亭圓楽などの名噺家たちによるあの演⽬が今、現代によみがえります。

２０１９年 東海ラジオ 秋の新番組
新番組

■番組名
さおらじ︕

■放送⽇時
毎週⼟・⽇曜⽇

18︓00〜19︓00

■パーソナリティ
前野沙織（東海ラジオアナウンサー）

前野沙織
1987年生まれ、尾張旭市出身。
過去の担当番組は、「日替わり
ラジオ コレカラ」、「FINE
DAYS！」、「ドラヂカラ!!」
など。趣味は合気道、ゲーム。

■番組概要
⾳楽シーンを彩るアーティストの⽅々を迎え、⼟⽇の⼣⽅を⾳楽で楽しんでいただく1時間番組。
最新のJ⁻POPから⼤⼈の⾳楽まで、週末の⻩昏時を⾳楽とゲストトークでゆったりとお過ごし
頂きます。

２０１９年 東海ラジオ 秋の新番組
新番組

■番組名
ゴスペラーズ ⿊沢 薫 ぽんラジオ

■放送⽇時
毎週⼟曜⽇

19︓00〜19︓30

※放送開始は10⽉5⽇(⼟)〜

■パーソナリティ
⿊沢 薫（ゴスペラーズ）

黒沢 薫（くろさわかおる）
北山陽一、黒沢 薫、酒井雄二、村上てつや、安岡 優からなる
ヴォーカル・グループ、ゴスペラーズのメンバーとして1994年
12月21日、シングル「Promise」でメジャーデビュー。以降、
「永遠（とわ）に」「ひとり」「星屑の街」「ミモザ」など、
多数のヒット曲を送り出す。 他アーティストへの楽曲提供、
プロデュースをはじめ、ソロ活動など多才な活動を展開。日本の
ヴォーカル・グループのパイオニアとして、アジア各国でも作品
がリリースされている。
2019年12月21日にメジャーデビュー25周年を迎えるにあた
り、10月30日に25周年記念シングル「VOXers」をリリース。
デビュー記念日の12月21日からは全都道府県ツアー「ゴスペラ
ーズ坂ツアー2019〜2020 “G25”」がスタートする。

■番組概要
⾳楽、映画、カレー愛を語った「LIFESTYLE MUSIC 929」からおよそ半年。ゴスペラーズの
⿊沢 薫が再び東海ラジオに登場します︕今回はどんな話題が⾶び出すのか︕︖乞うご期待︕

２０１９年 東海ラジオ 秋の新番組
新番組

■番組名
SUNDAY SPORTS JAM

■放送⽇時
毎週⽇曜⽇

19︓00〜19︓30

■パーソナリティ
森貴俊（東海ラジオアナウンサー）

森貴俊(もりたかとし)
1976年生まれ。一宮市出身。
過去の担当番組は、「チアスポ」
「ドラヂカラ!!」、「週刊グラン
パスタイム」など。趣味はトレー
ニング、トライアスロン。

■主なコーナー
・中部から東京へ︕はばたけニッポンアスリート…愛知岐⾩三重を中⼼とした、中部圏で東京
五輪を⽬指すアスリートを紹介、またこの地区で頑張るチームや選⼿を紹介し、応援するコーナー。
・教えてイバチン︕SAMURAI JAPAN…東海ラジオ解説、サムライジャパン現コーチの
井端弘和を中⼼に、サムライJAPANの話題をお送りします。
・エンジョイスポーツ 健康にトライ…スポーツクラブのトレーナーを中⼼に健康にまつわる⾊々な
話題を提供また⾃らがチャレンジするレースやスポーツも年に数回放送します。

