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■改編のコンセプト
“ONLY ONE”に“共感力”を兼ね備えた新番組がスタート!



■2020年秋改編:注目のラインナップ
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6 6

7 7

8 8

ぴよぴよラジオ

タクマ・神野のどーゆーふー

パーソナリティ

タクマ

神野三枝

きくち教児の

楽気！ＤＡＹ

パーソナリティ

きくち教児

アシスタント

市野瀬瞳

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

かにタク言ったもん勝ち

健やかインフォメーショ ン

高井一 スイッチ・オン！
高井一
成田香織

石原まさたかの痛快！

風雲放談

伝七邸茶道塾

小倉・ＩＭＡＬＵの○○玉手箱

吉野貴士のヨシノ話

爽快！エフリデイ

伃利子 サンデーカ フェ〈各社〉

新番組

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

安蒜豊三 きょうもよろしく

パーソナリティ

安蒜豊三

録音風物誌

まいどあり～。

松井宏夫の

毎日笑顔！元気塾

太郎桃史郎が歌う日本の歌謡曲

田口ますみの

毎日笑顔！元気塾

いいものテンミニッツ！

信仰の時間

幸福への出発世の光

ニュース・天気予報

耳より健康便り

まいどあり～。

安蒜豊三

ケンコーイキイキ土曜日

わくわくお届け便

おはよう！ニッポン全国消防団

健康とっておき！

あかねの赤ちょうちん

天気予報

川口技研プレゼンツ

宗次郎 オカリーナの森から

らじおガモン倶楽部

サンデープロムナード
ニュース・天気予報

ときめきラジオ

笠原将弘の賛否両論！

まいどあり～

健やかインフォメーショ ン

おはようスタジオ

ＴＯＫＹＯ ＵＰＳＩＤＥ

ＳＴＡＴＩＯＮ 630
川島葵

藤本修司の伝七艇対談

川上政行と葉山さつきの

こんな二人でごめんなさい！

ＴＯＫＹＯ ＵＰＳＩＤＥ
ＳＴＡＴＩＯＮ ９４５

川島葵

柴田阿弥とオテンキのりの
ジャパン5.0

ＲＵＳＨ ＨＯＵＲ！
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OH! MY CHANNEL!

パーソナリティ

大前りょうすけ

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）

アンダーポイントの

まっぴるま

ＲＵＳＨ ＨＯＵＲ！

痛快！バッチリラジオ

東海ものづくり大学

旬！ＳＨＵＮ！ピックアップ

山本譲二の住まいるフレンド

ニュースパレード

RUSH HOUR

峰竜太とみんなの信州

ヒョクの韓国耳旅RADIO

神田豊瑞・ラジオ説法

原・藤井の

歌謡曲主義

パーソナリティ

原光隆

藤井香愛

門松みゆき（月イチ）

井田・三丘の

歌謡曲主義

パーソナリティ

井田勝也

三丘翔太
工藤あやの（月イチ）

アンニョンコリア！

RUSH HOUR!

大澤広樹のドラゴンズステーション

パーソナリティ

大澤広樹

東海ラジオ野球解説者

荒磯親方 横綱人生道

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

水雲ーＭＩＺＭＯ－の

みんなずっともっと

杜このみのこのみうた♪

ＪＡＭ ＧＥＭ ＤＥＭＰＡ！！！ １・２・３四日市

メガリージョ ン！！３

氷川きよし節

ショッピング

源石和輝！抽斗！（ひきだし）

パーソナリティ

源石和輝

ぜんじろう

Radio Shoｗ！
パーソナリティ

ぜんじろう

アシスタント
深谷里奈

オールタイム

リクエスト
TRI-ON

パーソナリティ

週替わり

ネット受け ネット受け
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King&Princen永瀬廉の

Radio GARDEN

オールナイトニッポン MUSIC １０

レコメン

クリエイターズ

日野ミッドナイトグラフィティ 走れ！歌曜曲

ＴＳＵＫＥＭＥＮのＴＳＵＫＥラ ジ！

ＳＫＥ４８ １+１は２じゃないよ！

高校ラ ジオクラ ブ

スポーツ 伝説

看板娘ホッピー・ミーナのＨＯＰＰＹ ＨＡＰＰＹ ＢＡＲ

オールナイトニッポン

GOLD
personality週替り

松山千春

ＯＮ ＴＨＥ ＲＡＤＩＯ

畠中祐・悠太の

ポン コツ再生工場

SixTONESの

オールナイトニッポン

サタデースペシャル

休止枠

東海ラジオ

ミッドナイト

スペシャル

～金シャチ劇場～

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

ａｎｇｅｌａのｓｐａｒｋｉｎｇ！

ｔａｌｋｉｎｇ！ｓｈｏｗ！

ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳの

ビヨ～～～～～ンっと

飛びこえナイト！

海蔵亮太 リョ ウタのカタチ

前野沙織＆ｙｏｕ ｒａｄｉｏ

パーソナリティ

前野沙織

高橋直純のトラブルメーカー

せんねん灸プレゼンツ

しあわせ演歌・石原詢子です

歌謡スクエア

ＳＫＥ４８ １×１は１じゃないよ

宮田篤のヴィンテージ ナイト

絵夢アリスと稲川英里の

ライバーシティへ

ようこそ！

青山テルマの笑わないと

もったいないから笑ってこーよ

水樹奈々スマイルギャング

世の光 いきいきタイ ム放課後Ｈｉ☆Ｆｉｖｅ

チキン ガーリック ステーキ

アカ ペラ ジオ

[月]仁科美咲 [火]五戸美樹 [水]佐藤千晶 [木]福井セリナ [金]千本木彩花

[月]
デカキン

[火]
夕闇に誘し漆黒の天使達

[水]
かわにしみき

[木]
ななこ

[月]森山良子 [火]鈴木杏樹 ［水〕第１週名取裕子

第２週森高千里

第３週名取裕子

第４週岸谷香

[木]渡辺満里奈

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～

流れ星のながらじお！

ＳＫＥ４８

１＋１＋１は３じゃないよ！

祭ｎｉｎｅ.の祭の祭り！

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

歌謡曲主義 ２６時の歌謡曲

[月]純烈 [火]中澤卓也 [水]辰巳ゆうと [木]真田ナオキ

青山新

東海オンエアラジオ

安江のぶおの
Ｒａｄｉｏ Ｓｍａｉｌｅ！

dela ding dong!

彩青

パク・ジュニョンの

ギューッと離さない

ＲＵＳＨ ＨＯＵＲ！ 丘みどりのそばにいて

市川由紀乃の歌の贈り物

ドットーレ・しょうこの

ドキドキラジオEX
ゴスペラーズ

黒沢 薫 ぽんラジオ

ネット受け

なかしのミュージックシャッフル

パーソナリティ

なかし（スペードの３）

早起きエール！

ネット受け



■放送日時:毎週月曜～金曜 12:25～15:00
＊初回放送:9月28日（月）

■番組概要:今春から毎週土曜のお昼にお送りしてきた「OH! MY CHANNEL!」が、平日お昼に大抜擢!
これまで同様、大前りょうすけと仲間たちが東海ラジオのお昼をリスナーの皆さんと一緒に盛り上げます。
大前りょうすけを知ってる人も、知らない人も、一度番組を聴けば「OH! MY ファミリー」です。SNSやメール、
LINEを使って一緒に楽しい時間を過ごしましょう。土曜日の放送やプロ野球開幕前にお送りした特別番組
「OH! MY CHANNEL! スペシャル」の人気企画を引き継ぎつつ、新たな企画も!
この番組は、あなたと作るひとつのCHANNELです。

■パーソナリティ:大前りょうすけ（プリンセス金魚）
ワタナベエンターテインメント所属

1984年4月16日生まれ。京都府出身。お笑いコンビ
「プリンセス金魚」のボケとして2006年4月から活動中。
2016年10月に単身で活動拠点を東京から名古屋へ。
過去放送のラジオ番組では毎朝Twitterで投稿される
トークテーマのハッシュタグが連日のように日本のトレンド入りし
話題に。本人Twitterアカウントフォロワー約12,500人。

（2020年9月現在）

■番組名:OH! MY CHANNEL!

■番組コーナー
★12時台:

「OH! MY 相談室」:大前りょうすけがあなたのお悩みを解決!?
電話であなたとおしゃべりも。番組の総力を挙げて専門家の方にも聞いちゃいますよ!!
リスナーのみなさんのお悩みを大前のネットワークをフル活用し解決!
あなたの意見も聞かせてください。

★13時台:
「電話早がけ OH! MY クイズ」:毎日13時の時報を聴いたら、電話の前にスタンバイ!賞金を懸けて、

電話早がけクイズに挑戦してもらいます。正解が出ない場合、賞金は繰り越し。
「OH! MY 情報局」:明日話したくなるミニネタや、ニュースを取り上げてお伝えします。

★14時台
「夕刊エクスプレス」:中日新聞社会部デスクとつなぎ、その日の夕刊ネタを先取り!

（日替わりコーナー）
「OH! MY CHOICE!」（月）世の中のあらゆる選択の場面。Twitterを駆使しながら決定していきます。
「OH! MY STORY!」（火）特番で好評だった番組オリジナルのラジオドラマをリスナーと制作していきます。
「OH! MY CINEMA!」（水）映画パーソナリティ・ヴィトルと、おすすめ映画情報をお届けします。
「OH! MY 大喜利!」（木）東海三県、全国のradikoで番組を聞く“オオギリスト”からの投稿で盛り上げます。
「OH! MY妄想ダービー!」（金）人気コーナー「妄想競馬実況」が平日お昼に登場。東海ラジオ・大澤広樹
ANが実況する架空の競馬実況の着順を予想するコーナー。見事的中したリスナーの中から抽選でプレゼントも。



■番組概要:アナウンサー生活25年、源石和輝が全部出します!
ニュース、エンタメ、人脈、経験、こだわり・・・人生いろいろあるけれど、
源石の抽斗とあなたの抽斗、みんなで合わせて新しいムーブメントを
起こしましょう。あなたもラジオが好きになる!

新番組

■番組名:源石和輝! 抽斗!
■放送日時:毎週月曜～金曜 15:00～17:00

＊初回放送:9月28日（月）
■パーソナリティ:源石和輝（東海ラジオアナウンサー）
■中継レポーター:デラスキッパーズ

（町田康介・トシボーイ）
（ワタナベエンターテインメント）

■番組コーナー
★15時台:
「ドラの抽斗!」:東海ラジオスポーツアナウンサーと共に最新のドラゴンズの情報を臨場感溢れるレポートでお届けします。
「ニュースの抽斗!」 : 源石アナが厳選した最新のニュースや旬の話題をお届けします。そのニュースや話題から

テーマを決定。そのテーマでリスナーからの意見を募集。 ツイッターやメールでリアルタイムの声をお届けします。
同時に、中継レポーターの芸人・デラスキッパーズが栄の街から街の声もリアルタイムでお伝えします。

「おしゃべりの抽斗!」（ゲストコーナー）: スタジオに様々なジャンル（音楽・映画・舞台など）のゲストをお迎えして
最新のエンタメを紹介します。

「ショッピングの抽斗!」:ショッピングコーナー。

★16時台:
「マチ（街）の抽斗!」 「トシ（都市）の抽斗!」:ワタナベエンターテインメントの芸人デラスキッパーズが
名古屋・栄からその日の番組テーマについてリアルな街の声をリアルタイムでお伝えします。

「ドラの抽斗!」: スタジオにガッツナイター解説者をお迎えし、ドラゴンズにまつわる数字をもってきて頂き、
その数字についてのトークやドラゴンズの最新情報をトークします。

「ショッピングの抽斗!」:ショッピングコーナー。
「いろんな抽斗!」:月・水→《知の抽斗!》 専門家に「リスナーが気になるアレ」を聞く。

リスナーが気になる事（法律・健康・お金・家庭などなど）
火・木→《声の抽斗!》 リスナーと生電話でつなぎ「今日の出来事」を聞く。
金 →《名古屋エンタメの抽斗!》 名古屋のエンタテイナーに「旬のエンタメ」を聞く。

（ひきだし）



■番組概要:日本のみならず海外にも活躍の場を広げるお笑いエンターテイナーの
ぜんじろうが、名古屋で縦横無尽に世の中の出来事などを語りつくします!

■番組名:ぜんじろう Radio Show !

■放送日時:毎週土曜日14:00～17:00
＊初回放送:11月7日（土）

■パーソナリティ:ぜんじろう（吉本興業）

■アシスタント: 深谷里奈
（フリーアナウンサー）

■番組コーナー
★14時台:
「ぜんじろうニュースでShow!」

今週１週間のニュースや話題から、ぜんじろうが1ネタ選び “ぜんじろう目線”で語り、そのネタからテーマを
決め、皆さんからの意見をメール、FAX、ツイッターで募集する。

「ぜんじろう!名古屋で初めてのおつかいでShow!」
名古屋でガッツリ仕事をするのが初めてのぜんじろうが、毎週生放送後に、名古屋のどこかを一人で探索し、
その模様を語るコーナー。 リスナーから寄せられたおすすめ処のリクエストにもこたえます。

「ドラゴンズクイズでShow!」
野球にあまり詳しくないぜんじろうとリスナーに、プロ野球や中日ドラゴンズにまつわるクイズを出題。
このクイズをキッカケに、ぜんじろうを始め、今まで野球やドラゴンズに興味がなかったリスナーに興味を
持ってもらおう!というドラゴンズHow Toコーナー。

「深谷里奈でShow!」
番組アシスタント深谷里奈が１週間で気になったアレを紹介するコーナー。

★15時台:
「ぜんじろうの!コレって変!?でShow!」

スタンダップコメディアンとして、様々な国でライブを行っているぜんじろうが、
海外でビックリしたエピソードなどを語るコーナー。

「ぜんじろうにきいてみてはどうでShow!」
人情話が大好き!人生経験豊富なぜんじろうに、何でもきいてみてください。
お悩み相談事、愚痴、自慢、懺悔どんなことでも構いません!ぜんじろうに飛び込んでみませんか?

新番組

(レディオショー）



大澤広樹（東海ラジオアナウンサー）

■番組名＆放送日時

■番組概要

「山浦ひさしのドラゴンズステーション」 :毎週月曜日 17:15～19:00
「大澤広樹のドラゴンズステーション」 :毎週火曜～金曜日 17:15～19:00

ドラゴンズを応援するすべての人の〝オンリーワン番組”「ドラゴンズステーション」は、
メインパーソナリティを山浦ひさしと大澤広樹に変えてリニューアル!
1年を通して中日ドラゴンズを徹底応援します!

山浦ひさし

■パーソナリティ

リニューアル

©中日ドラゴンズ

日高優月(SKE48)
ガッツナイターサポーター

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

「山浦ひさしのドラゴンズステーション」

©2019 Zest,Inc.

「大澤広樹のドラゴンズステーション」

■レギュラー解説者



リニューアル

（月）デカキン （火）夕闇に誘いし漆黒の天使達 （水）かわにしみき

■番組概要:
2019年10月にスタートしたラジオ局としては初のYouTuberの帯番組

「クリエイターズ」。 この秋から、木曜日のパーソナリティとして、地元在住の
現役女子大生YouTuber・ななこが加わります!動画投稿開始以来、異例の
スピードで中高生から 絶大な支持を集め、僅か５ヶ月でチャンネル登録者数は
10万を超え、現在は107万人!

キュートな岐阜弁訛りの飾らないトークで木曜の夜を彩ります。

（木）ななこ NEW

■番組名:クリエイターズ
■放送日時:毎週月～木曜日・25:00～26:00
■パーソナリティ:

月:デカキン（UUUM所属）
火:夕闇に誘いし漆黒の天使達 （UUUM所属）

（読み:ゆうやみにいざないししっこくのえんじぇる）
水:かわにしみき （UUUM所属）
木:ななこ（UUUM所属）NEW!

＊初回放送:10月1日（木）



■番組名:きくち教児の楽気!DAY
■放送日時:毎週土曜日9:00～11:00
■パーソナリティ:きくち教児（タレント）

アシスタント :市野瀬 瞳（フリーアナウンサー）

リニューアル

■番組概要:
「きくち教児の楽気!DAY」がこの秋、リニューアル!
新たなアシスタントとして、今年からフリーアナウンサーとなった"いっちー″こと
市野瀬 瞳を迎えます。
これまでの番組テーマ「きくち式 聴く知識」はそのままに、
いっちーも「楽気(ラッキー)!」な情報をあなたにお届けします!
あなたの週末の始まりを彩る2時間、ぜひご一緒に。



■番組名: アンダーポイントのまっぴるま!
■放送日時:毎週土曜日11:00～12:30 ＊初回放送:10月3日（土）
■パーソナリティ:アンダーポイント（名古屋よしもと所属）

増野 豊（ますの ゆたか）、本美 大（ほんみ だい）
■番組概要:

あの番組が土曜のお昼に帰ってきた!
東海ラジオでおなじみの、名古屋よしもと期待のお笑いコンビ・
アンダーポイントがお届けする90分の生放送!!
“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お届けします。
週末のひと時、仲良しコンビの楽しいトークとともに、ゆったりと過ごしませんか?
土曜日のまっぴるまは、アンダーポイントにおまかせあれ!



■番組名: 前野沙織 & you radio
■放送日時:毎週土曜日 27:00～28:45 ＊初回放送:10月3日（土）
■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 & you radio

■番組概要:土曜の深夜、「あなた」は誰と何をしてすごしていますか?
この番組は、「誰かとすごしている」人には、必要ない番組です。
「一人じゃつまらないな」、「誰かの声が聴きたいな」。そんな「あなた」のための
番組です。ニュースや朗読など、前野アナの「声」を楽しめるコーナーや、様々な
ジャンルのアーティストが登場するゲストコーナーが「あなた」の深夜を彩ります。
メッセージコーナーには、メールやTwitterで「あなた」の声を届けて下さい。
まだまだ眠れない「あなた」、これから頑張る「あなた」、そんな「あなた」のお隣に、
前野沙織がお邪魔します。



■番組名: 『オールタイムリクエストTRI-ON（とらいおん）』
■放送日時:毎週日曜日 14:00～17:00 ＊初回放送:11月8日（日）
■番組MC:東海地区を中心に活躍するタレントが週替わりで担当。
■番組概要:
名古屋、東海地区を中心に活躍する地元タレントと過ごす３時間。音楽と共に
楽しい週末をお過ごしください。週替わりの番組MC、週替わりのリクエスト
テーマでお送りする番組で、カメレオンのように毎回色が変わります。
『音楽』と『MC』、そして一番大事な『リスナーの皆さんの思い出』、この３要素を
織り交ぜてお送りする３時間。『オールタイムリクエストTRI-ON』を
どうぞお楽しみに!



■番組名: 荒磯親方 横綱人生道
■放送日時:毎週月曜日19:00～19:15 ＊初回放送:10月5日（月）
■パーソナリティ:荒磯親方（田子ノ浦部屋）

村上和宏（東海ラジオアナウンサー）
■番組概要:荒磯親方（元横綱稀勢の里）が相撲を始め、親方の

人生道を大いに語ります。



■番組名: ヒョクの韓国耳旅RADIO
■放送日時:毎週月曜日 19:45～20:00 ＊初回放送:9月28日（月）
■パーソナリティ:イ・ミンヒョク（マルチタレント。 別名義:Hyuk）
韓国系YouTuber “Hyuk”としても活動中で、現在、チャンネル登録者数は40万人に
上り、 Kビューティー、K-POP、モッパンなど様々な韓国関連の動画を公開している。特に
スキンケアの動画は1000万再生を超え、紹介した商品が次々と即売り切れになるほど、
10～30代の女性視聴者に高い支持を得ている。 又、昨年は『PRODUCE 101 
JAPAN』に練習生として参加して話題を集め、今年2月には、「イ・ミンヒョク」として初のファン
ミーティングを開催。450枚のチケットが約15分で完売した。今年の8月1日には、Digital 
1st Single‘Prayʼを発売し、「イ・ミンヒョク」としてアイドルデビューを果たした。この‘Prayʼと
いう楽曲は、グルーヴ感のあるサウンドにK-POP色の強いダンスパフォーマンスで、
イ・ミンヒョク自身も作詞に参加している。恋愛、片思い、失恋している人に響く切なくも
中毒性のある歌詞が印象深い曲。アップルミュージックなどで絶賛発売中。
■本人コメント:
ラジオを通して韓国好きや美容に悩める人々のお便り相談に乗ったり、K-POP、ビューティー
など韓国情報を声で楽しく届けて、まるで耳で旅行した気分にもなるように、番組作りを
頑張ります!



■番組名: 絵夢アリスと稲川英里のライバーシティへようこそ!
■放送日時:毎週日曜日 24:00～24:30 ＊初回放送:10月4日（日）
■パーソナリティ:絵夢アリス（ *Vライバー）、稲川英里（声優）
■番組概要:普段、配信サイト、SHOWROOMで活躍しているVライバーの

絵夢アリスがラジオパーソナリティに挑戦!女性声優・稲川英里と一緒に
おしゃべりする新感覚のガールズトーク番組。日曜の夜にだけ、個性豊かな
女の子たちが暮らすバーチャルとリアルが交差する秘密の場所・ライバーシティ

（バーチャルシティ）からお届けします。
*Vライバーとは?
YouTubeやSHOWROOMなどの配信サイトで配信活動を行うバーチャルキャラクターの
ことです。バーチャルなライバー（配信者）を略してＶライバー。


