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■土曜と日曜を演出する５つの新番組がスタート！

まず、土曜7時00分～10時00分に、土曜の朝にちょっと心躍る音楽と、地域の情報をお届けする
プログラム「Weekend Step」を放送。DJは、数々のFM局で活躍するCocoroです。
土曜10時00分～13時55分には、様々な”Flavor”を上質な音楽とともにお届けするプログラム
「Saturday Flavor」を放送。DJは、フリーアナウンサーの市野瀬瞳です。
そして、土曜１７時００分～２０時００分には、東海ラジオと東海テレビのコラボレーション番組が登場！
東海テレビの顔、高井一アナウンサーが贈るオトナのミュージックプログラム「ONE STYLE」を放送
します。第４、５週には、東海テレビアナウンサーが週替わりで加わります。
いずれも４月２日（土）スタートです。

日曜7時00分～10時00分には、日曜の朝に心地良い音楽とローカルのグルメ、イベント、お出かけ
情報など、あなたの日曜日がより一層楽しくなるような情報をお届けする「Morning Delight」を
放送。DJは、「Sound Park Sunday」でおなじみの川本えこです。
日曜１０時００分～１３時５５分には、東海地方のカルチャーシーンで活躍する南城大輔が送るミュー
ジックプログラム「SUNDAY FUNDAY！」を放送。“オトナの落ち着いた良質な音楽”“気持ちいい
音楽”“オトナが楽しめる情報”とともに、fundayな日曜日を演出します。
さらに、日曜17時00分～19時30分には、「歌謡曲主義」がリニューアル。最新の演歌・歌謡曲は
もちろん、ゲストコーナーやレギュラー番組で旬の歌手の声もお届けします。出演は、井田勝也アナウ
ンサー。いずれも4月3日（日）スタートです。

■「TOKAIRADIO ONE ARTIST 2022！」に、Penthouseが決定！

東海ラジオが、1組のアーティストを1年にわたり応援していくプロジェクト「TOKAIRADIO ONE 
ARTIST 2022！」に、話題の6人組ツイン“リード”ヴォーカル・バンド、Penthouseが決定！
東海ラジオでは、1年にわたり、Penthouseの楽曲「流星群」をパワープレイして応援する他、天気
予報や局報のBGMとしてもOAします。また、この楽曲は、東海テレビ制作の土ドラ「クロステイル
〜探偵教室〜」の主題歌としても使用されます。

■「2022ガッツナイターテーマソング」に、緑黄色社会の「S.T.U.D」が決定！

2022シーズンのガッツナイターテーマソングに、男女混合4ピースバンド・緑黄色社会の楽曲
「S.T.U.D」（スタッド）が決定しました！シーズンを通して、「S.T.U.D」とともに、立浪新監督の下
Reスタートするドラゴンズを全力で応援していきます。
プロ野球実況中継のテーマソングとしてOAする他、「ガッツナイター」を始め、ドラゴンズ応援番組や
各ワイド番組内のドラゴンズ関連コーナーなどでOAし、プレーヤー達の活躍に彩を添えます。

■Snow Manなど、注目のアイドル、アーティストの番組もスタート！

土曜日２３時００分～２３時３０分放送「Snow Manの素のまんま」（文化放送制作）、土曜日２５時
３０分～２６時００分放送「佐藤奈織美＆大城光の『税』って何だっけ？」など、注目のアイドル、
アーティストの番組も始まります。

Change & Charge！ TOKAI RADIO！

～Music & Baseball～

ラジオの聴き方が日々変化している中、２０２２年春、東海ラジオは変わります。
キーワードは「Change & Charge！ TOKAI RADIO！ ～Music & Baseball～」。
まず、土曜と日曜に５つの新番組と１つのリニューアル番組がスタート。
オトナの週末のライフスタイルに合わせて、「トーク」と「ミュージック」をハイブリッドします。
東海ラジオの週末がChange! そして、オトナのMusicであなたのココロをCharge!
また、立浪和義新監督となりDragonsがChange! さらに、DragonsでCharge!
今年も「ドラゴンズステーション東海ラジオ」として、中日ドラゴンズを熱く応援します。



■放送日時 ： 毎週土曜日 7:00～10:00

■番組概要

土曜の朝に、ちょっと心躍る音楽と、地域の情報をお送りします。
週末の過ごし方のヒントや、その週に起こった出来事の振り返りなど話題は様々。
愛知・岐阜・三重を中心とした地域とも、SNSなどのネットワークを使って
ゆる～くつながっていきます。

■DJ ： Cocoro

■番組名 ： Weekend Step

■Cocoro コメント

リビングでコーヒーを飲みながら…、お出かけの車の中で…、
のんびりとブランケットに包まれながら…。
あなたの時間にそっと寄り添う音をお届けします。
週末にラジオの中でオープンするマルシェやカフェ。
私たちと一緒にゆっくり朝を始めませんか？
Good Musicとともにお待ちしています。

4/2(土) スタート



■放送日時 ： 毎週土曜日 10:00～13:55

■番組概要

東海ラジオの土曜日が様々な”Flavor”を上質な音楽とともにお届けします。
街の情報、ちょっとためになる話、美味しい話、地域の頑張る人々…etc.
毎週どんな”Flavor”が飛び出すかご期待ください。

■DJ ： 市野瀬 瞳

■番組名 ： Saturday Flavor

■市野瀬 瞳 コメント

新番組「Saturday Flavor」を担当させて頂くことになりました市野瀬瞳です！
皆さんの土曜日に、少しでも明るく穏やかな時間をお届けできるよう、
私自身も一緒に楽しみながらマイクに向かいたいと思います。
彩（いろどり）豊かな土曜日になるように様々な”フレーバー”を発信して、
皆様おひとりおひとりと繋がっていけるような番組にしたいなと思っております。
色んな私を、色んな街の声を、色んなワクワクドキドキを、ぜひ聴いてください。

4/2(土) スタート



■放送日時 ： 毎週土曜日 17:00～20:00

■番組概要

東海ラジオと東海テレビがコラボレーション！
東海テレビの顔、高井一アナウンサーが送るオトナのミュージックプログラム。
高井一スタイルのオトナな音楽であなたの土曜の夜を演出します。
第４、５週には、週替わりで東海テレビアナウンサーが登場し、一緒に番組をお届けします。

■DJ ： 高井 一 （東海テレビアナウンサー）

■番組名 ： ONE STYLE

■高井 一 コメント

土曜の夜が始まろうとする頃、そっとあなたに寄り添う音楽を届けます。
流れるのは、名曲揃いの80年代のポップス。
ミドルエイジを、青春が輝いていたあの頃にお連れします。
また若い人は、古いのに新しい！を感じるでしょう。
視覚による情報や刺激が溢れる今、RADIOからの心地よい音楽で、
心に自分だけの情景を描いてください。
土曜の夜は「ONE STYLE」から…。

4/2(土) スタート



■放送日時 ： 毎週日曜日 7:00～10:00

■番組概要

日曜の朝に、心地良い音楽と、ローカルのグルメ、イベント、お出かけ情報など、
アナタの日曜日がより一層楽しくなる情報をお届けします。
グローバルな視点でローカルな活動を行っている川本えこのトークと
セレクトされた上質な音楽をお楽しみください。

■DJ ： 川本 えこ

■番組名 ： Morning Delight

■川本 えこ コメント

ベッドの中でも車の中でも、どこにいても空、山、海、風を感じていただけるような
新鮮な話題と日々の暮らしの中で見つけたモノ、コトを、エバーグリーンな音楽と
ゆったりしたトークで、朝陽がじんわり空を光で満たすように日曜の朝を演出します。
一緒に”同じ時間”を過ごしましょう♪

4/３(日) スタート



■放送日時 ： 毎週日曜日 10:00～13:55

■番組概要

南城大輔が送るミュージックプログラム。
楽しい日曜日！一日中好きなことをやって楽しむ日曜日！
番組が届ける“オトナの落ち着いた良質な音楽”“気持ちいい音楽”
“オトナが楽しめる情報”とともに、ゆったりしたAM、元気になれるPMを
あなたのライフスタイルに合わせてリラックスしながらお楽しみください。

■DJ ： 南城 大輔

■番組名 ： SUNDAY FUNDAY！

■ 南城 大輔 コメント

『東海ラジオを変える！』
今までのTOKAI RADIOにはなかった音楽・情報番組、それが「SUNDAY FUNDAY！」
新旧洋邦いい音楽と最新のエリア情報など、
聴いていて気持ちがいい、聴いている人がカッコいい･･･。最高の日曜日を演出します！
一緒に素晴らしい1週間の始まりを！！！

4/３(日) スタート



■放送日時 ： 毎週日曜日 17:00～19:30

■番組概要

「歌は世につれ、世は歌につれ」。昭和・平成と数々の名曲を生み出し、時代を彩ってきた
演歌・歌謡界。もちろん令和の時代も次の世に伝えていきたい歌が生まれています。
演歌・歌謡曲が大好きなあなたに最新の演歌・歌謡曲はもちろん、ゲストコーナーや
レギュラー番組で旬の歌手の声もお届けします。

■DJ ： 井田 勝也 （東海ラジオアナウンサー）

■番組名 ： 歌謡曲主義

■井田 勝也 コメント

様々なジャンルで、日々、未来の名曲と新たな才能が世に出ています。
それは、演歌・歌謡曲も同じ。演歌・歌謡曲にとことんこだわり応援する。
それが歌謡曲主義。
歴史を作って来たレジェンド達の新曲から、明日を担うルーキー達の勝負曲まで、
懐かしくて新しい出会いを、日曜日の夕方、ラジオの前のあなたに届けます。

4/３(日) リニューアル



■放送日時 ： 毎週土曜日 23:00～23:30

■番組概要

2020年にデビューし、大活躍中の Snow Man の
他メディアでは見せない普段の姿、「素」をお届けする30分プログラムです。

〈コーナー紹介〉
●「素の告白・私、実は 、、、 」
リスナーからあまり人に言えないことや相談したい悩みごとをSnow Manに告白してもらいます。
●「素の会議」
初デートに最適なスポットは ？何 ダイエットがオススメ？等々、あれこれ会議します。

■出演 ： Snow Man

■番組名 ： Snow Manの素のまんま ＊文化放送制作

4/２(土) スタート

【Snow Man】

メンバーは阿部亮平、岩本照、深澤辰哉、向井康二、ラウール、渡辺翔太、宮舘涼太、目黒蓮、佐久間大介。

ジャニーズJr. 内で結成した“ Mis Snow Man” を前身に 、 ミュージカル 『滝沢歌舞伎 –TAKIZAWA 
KABUKI-』 などで活動後、 2012年に結成。タッキー＆翼、 Kis-My-Ft2 、A.B.C-Z などのバック
ダンサーとして舞台に数多く出演。アクロバットが得意な“職人集団”として活躍。

2019年より現9名体制へ移行。 2020年1月にSixTONESとの両A面シングルでCD デビュー 。
デビューシングルから3作連続ミリオンセールスを記録。 2021年末にNHK『紅白歌合戦』に初出場を果たす。



■放送日時 ： 毎週土曜日 ２５:３0～２６:00

■番組概要

日本全国で「税務広報」「租税教育」活動に協力参加している女優の佐藤奈織美と
人気ボーイズグループ「MAG!C☆PRINCE」の大城光の二人が、
リスナーの皆さんと一緒に、「税」と「社会のしくみ」、その役割と大切さを考える番組です。

■出演 ： 佐藤 奈織美 （女優） ／ 大城 光 （MAG!C☆PRINCE）

■番組名 ： 佐藤奈織美＆大城光の「税」って何だっけ？

4/２(土) スタート

【佐藤 奈織美】

女優としての芸能活動と併行して、東京都内を中心に「税務広報」及び「租税教育」活動を中心に、
全国で「税の大切さ」を考える“きっかけ”を創出する公益事業に参画中。
小・中学生向け「租税教室」講師及び中学生の「税に関する作文」広報などを担当のほか、
「国税庁動画チャンネル YouTube」掲載『わたしはおうちで確定申告』で主演を務める。
2018年8月から芝法人会スペシャルサポーターを受任し、同年10月から東京国税局芝税務署
「広報大使」を受嘱。（現在は４事務年度目）
2019年4月に「東京国税局長 顕彰状」を、2020年11月に「東京国税局長感謝状」を受彰。

【大城 光 （MAG!C☆PRINCE）】

東海エリアを中心に活動するボーイズグループMAG!C☆PRINCEのメンバー。メンバーカラーは黄色で、
オシャレとラップとパンが好き。2015年12月23日にメジャーデビューをし、発売したすべてのCDが
オリコンシングル週間ランキングでTOP10入り。2018年には初の単独アリーナ公演を日本ガイシホールで
開催。2019年発売の9thシングル「Try Again」ではオリコン週間ランキング1位& Billboard JAPAN 
Top Singles Salesで首位を獲得。
グループ活動の傍ら、2021年よりソロプロジェクトも開始！作詞作曲を自分自身で行い、ワンマンライブを
開催するなどマルチな才能を発揮している。また、パン好きがこうじてパンシェルジュ2級を取得。専門家に
引けを取らない知識でオリジナルパンのプロデュースやテレビや雑誌などコメンテーターも務めている。



東海ラジオが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 2022！」に、
話題の6人組ツイン“リード”ヴォーカル・バンド、Penthouse（ペントハウス）が決定しました！

1年間にわたり、Penthouseの楽曲「流星群」（4月8日配信リリース）をパワープレイして応援する他、
天気予報や局報のBGMとしてもOAします。
また、この楽曲は、東海テレビ制作の土ドラ「クロステイル 〜探偵教室〜」の主題歌としても使用されます。

浪岡真太郎と大島真帆によるソウルフルな男女ヴォーカルを軸に、
“かてぃん”こと角野隼斗の卓越した表現力と強固なリズム隊が生み出すグルーヴにより、
今後、更なるブレイクが期待されるPenthouseを全面的にサポートしていきます。

－Penthouse PROFILE－

浪岡真太郎(Vo/Gt)、大島真帆(Vo)、Cateen(Pf)、矢野慎太郎(Gt)、大原拓真(Ba)、平井辰典(Dr)による
6人組ツイン“リード”ヴォーカル・バンド。
大学時代に所属したバンドサークル「東大POMP」のOBである現メンバーが、ヴォーカルの浪岡を中心に集まり
2019年6月より活動開始。
これまでオリジナル楽曲に加え、アレンジを施した様々なジャンルのカバー動画をYouTubeにて公開。
2021年5月に配信リリースされたオリジナル楽曲「...恋に落ちたら」はiTunes Store R&Bランキング1位、
Spotifyバイラルチャート6位を獲得。2022年1月には、オーディオストリーミングサービスSpotifyが選ぶ
2022年に飛躍が期待される注目の国内新進アーティスト「RADAR: Early Noise 2022」に選出されるなど
各方面から注目を集めている。

TOKAIRADIO ONE ARTIST 2022！は

Penthouse に決定！

「コロナや戦争など、自分の力ではどうにも出来ないと感じてしまうような悲しいニュースを
立て続けに耳にする昨今、やむ無く自分のやりたいこと、ひいては夢を諦めた方も少なくないと思います。
『流星群』は、そういったみなさんのやるせない気持ちに少しでも寄り添えるようにと言う思いで
書いた曲です。
今はうまくいかなくてもきっといつか光が見えるはず。
多少でも聴いていただけた方の助けになったら幸いです。 」 浪岡 真太郎（Vo/Gt）



今シーズンのガッツナイターテーマソングに、1月26日に発売された男女混合4ピースバンド
緑黄色社会のニューアルバム「Actor」に収録の楽曲「S.T.U.D」（スタッド）が決定しました！

東海ラジオは、2022年のプロ野球シーズンを通じて、「S.T.U.D」とともに、立浪新監督の下
Reスタートするドラゴンズを全力で応援していきます。

頑張っている人の背中を押してくれる力強いメッセージが込められた楽曲「S.T.U.D」は、
東海ラジオのプロ野球実況中継のテーマソングとしてOAする他、『ガッツナイター』を始め、
ドラゴンズ応援番組『ドラゴンズステーション』や各ワイド番組内のドラゴンズ関連コーナーなどで
OAします。
爽快感のある緑黄色社会とパワフルなガッツナイターとのマッチングで、プレーヤー達の活躍に
彩を添えます。

穴見真吾（Ba.）／長屋晴子（Vo./Gt.）／小林壱誓（Gt.）／peppe（Key.）

PROFILE

愛知県出身の4人組バンド。愛称は“リョクシャカ”。2012年に高校の同級生である長屋晴子、小林壱誓、
peppeと、小林の幼馴染・穴見真吾によって結成。
長屋晴子の透明かつ力強い歌声と、個性・ルーツの異なるメンバー全員が作曲に携わることにより生まれる
楽曲のカラーバリエーション、ポップセンスにより、同世代の支持を多く集める。

2022 ガッツナイターテーマソング に

の 「S.T.U.D」 が決定！

「この 『S.T.U.D』 は全員野球で制作しました。みんなフルパワーで挑んでいるような曲にしたいと

いうことで、サウンド面も元気がでるようなアレンジになっています。歌詞も高校時代の野球部の努力を

間近で見てきた経験からスポーツを頑張る人たちへの思いを書いています。タイトルの 『S.T.U.D』 の

アルファベットそれぞれに意味があって、ぜひ歌詞カードも見ながら聴いてほしいですね。

みんなに愛してもらえる曲になったら嬉しいです。」 （緑黄色社会）


