
RCCテレビ 広報リリース

＜お問い合わせ＞
中国放送 企画室企画部 TEL082-222-1321 / FAX082-222-1149

RCCテレビ60年特別企画 リリーフドラマ

『恋より好きじゃ、ダメですか？』
放送日はカープ戦次第？！ 前代未聞の放送日未定ドラマスタート

ドラマストーリー

リリーフドラマとは？

■前代未聞の放送日未定ドラマ
野球中継と次の放送コンテンツを繋げるための、リリーフ投手（救援投手、または継投投手）として機能
する特別中継ぎドラマです。そのため、野球中継が早終わりのときに“リリーフ”として放送致します。

2019年3月7日

主人公の日向あかりは、小さいころから大の広島東洋カープファン。充実するカープファン生活を送る
一方、恋愛は失敗ばかり。そんな、あかりの前に、あの伝説の赤ヘル山本浩二選手と同じ名前の男性が
現れて・・・・？！ 恋より好きなものがある、すべての女性を応援するドラマです。

■開局60年として
2019年おかげ様でRCCテレビは開局60年を迎えました。RCCテレビ60年を記念して、カープの野球中継
が早終わりの時だけ放送する前代未聞のリリーフドラマ『恋より好きじゃ、ダメですか？』を放送日未定
で放送開始致します。広島で愛され続ける存在「広島東洋カープ」を応援する人々を題材にした恋愛コメ
ディドラマで、主演の高田夏帆さんをはじめ、笠松将さん、辻岡甚佐さん、坂ノ上茜さん、甲斐心愛さん
（STU48）など、今注目が集まる若手俳優陣が顔を並べます。そして、ドラマの主題歌は、Perfume
『FAKE IT』。シーズンを通して、カープ中継と一緒にお楽しみください！
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キャスト情報

山本浩史役：笠松 将

小鳥遊陽太役：辻岡甚佐
1996年8月25日生まれ。大阪府出身。
2013年に開催されたオーディション「minaカレオーディション」で準グランプリを獲
得。その後、2017年からドラマ「新・ミナミの帝王～闇の中の光と影～」やCM、
KANA-BOONのミュージックビデオなどに出演。2018年にNHK 連続テレビ小説「まん
ぷく」増田誠一役として出演。特技は、絵を描くこと、剣道２段。

高槻美空役：坂ノ上茜

高村杏奈役：土山 茜

日向朱音役：甲斐心愛（STU48）

日向あかり役：高田夏帆

1995年12月5日生まれ。熊本県出身。
「アミューズ全国オーディション2009 THE PUSH！マン」で俳優・ルックス部門賞を受賞。
2015年に『ウルトラマンX』ヒロイン・山瀬アスナ役で本格女優デビューを果たす。2017
年10月7日より、TBS「王様のブランチ」レギュラーレポーターを務めている。特技は、新
体操・バトントワリング。

2003年11月28日生まれ。広島県出身。
アイドルグループ「STU48」のメンバー。ニックネームは「さんしろー」「ここあ」。
2017年3月、STU48第1期生オーディションに合格。2018年1月31日にキングレコードか
らメジャーデビューをした1st Single「暗闇」は第60回日本レコード大賞新人賞を受賞。
2019年2月13日 2nd Single「風を待つ」が発売。特技は、広島カープ選手のモノマネ。

1996年5月31日生まれ。東京都出身。
「さんまのからくりテレビ」の街頭インタビューをきっかけに芸能界デビュー。TBS「王様
のブランチ」レギュラー出演中。NHK連続テレビ小説「とと姉ちゃん」、NHKドラマ「ちゃ
んぽん食べたか」等に出演の後に、昨年は「仮面ライダービルド」でヒロインを演じた。

2019年3月7日

1991年10月22日生まれ。福岡県出身。
自主映画として異例のロングランした映画「少女邂逅」を始め、日中合作「杯子蛋糕（カッ
プケーキ）」主演、「日本製造/メイド・イン・ジャパン」、ドラマ「おっさんずラブ」等幅
広く活動している。趣味は御朱印集め・食パン巡り。現在中国語を勉強中。

1992年11月4日生まれ。愛知県出身。
主なドラマ出演作に、「プラージュ～訳ありばかりのシェアハウス～」、「ウチの夫は仕
事ができない」、「トドメの接吻」、「黄昏流星群～人生折り返し、恋をした」、「平成
物語 なんでもないけれど、かけがえのない瞬間」など。映画では、「デメキン」、「リ
ベンジgirl」、「このまちで暮らせば」、「響-HIBIKI-」に出演。今年は、「デイアンドナ
イト」、「ラ」（4月5日新宿武蔵野館で公開）を予定している。

C） Cotaro Ishii

＜コメント＞
元カープ北別府投手の投げるシュートのように、胸にグッとくるドラマにしたいです！
放送日未定という前代未聞のこのドラマを、ぜひカープ戦と一緒にお楽しみください！

＜コメント＞
絶妙なタイミングで挟まれる「カープ好きならよりわかる・刺さる名言」によって背中を押
され、誰かの気持ちと行動が変わっていくところがこのドラマの見所です。

＜コメント＞
カープの知識の多さや深さではなく、広島、そしてカープが大好きなすべての人に楽し
んでもらえたら嬉しいです。カープを振り返りながら、今を精一杯生きる若者のコイを
試合とセットで楽しんでいただければと思います。

＜コメント＞
みんなが知ってるであろう広島の街並みや、カープファン独特のノリとあかりに翻弄さ
れる陽太の姿も楽しんでいただけたらなと思います。カープが好きで好きで、でも恋を
してる人皆さんに一番見ていただきたいです。

＜コメント＞
地元広島の方にはもちろんですが、全国のカープファンの方に見てもらい、
カープが好きという気持ちを朱音を通して伝えたいです。

＜コメント＞
放送日未定のリリーフドラマという前代未聞なこの企画、カープ戦と共に熱く！
楽しく！応援していただけたら嬉しいです。



＜お問い合わせ＞
中国放送 企画室企画部 TEL082-222-1321 / FAX082-222-1149

RCCテレビ 広報リリース 2019年3月7日

ドラマ主題歌：Perfume 『FAKE IT』

監督：畔柳恵輔

音楽

スタッフ

TIkTokで＃カープ応援！ドラマであなたの動画が流れるかも！？

あ～ちゃん、かしゆか、のっちによる3人組 テクノポップユニット。2000年結成。広島
県出身。地元・広島での活動を経て、2005年にメジャーデビュー。キュートなルックス
に抜群のダンスパフォーマンス、ハイクオリティな音楽が相乗効果を生み出し、2007年
シングル「ポリリズム」で大ブレイク。現在は、日本のみならず海外でも活躍中！

カンパネラのマスター役
バイきんぐ西村

1977年4月23日。広島県出身。
1996年5月に小峠英二と共にお笑いコンビ・バイきんぐを結成。『キングオブコント
2012』で優勝を果たす。テレビ朝日「お願い！ランキング」火曜日、BS-TBS・東北放
送「ピッカピ・カー査定団」レギュラーほか、数多くの番組に出演。また、カーチス
「中古車販売」やダイハツ ムーヴキャンバス のCMにも起用される。

＜コメント＞
今回のドラマがカープの試合が早く終わって生中継の放送時間が余った時に流れるという話を聞いて、さすが
RCCさんは面白いことを考えるなぁと思いました。 色んな人にたくさん見てもらいたいのに、RCCでの中継の時
だけ必ず試合がもつれて一度も放送されないということがないように祈っております。

番組放送と広島カープを 盛り上げる応援企画として、カープファンお馴染みのスクワット応援を取り入
れた #カープ応援 をTikTok内で 3月下旬 より実施予定。楽曲に合わせてカープ応援にチャレジ！ 「#
カープ応援」 をつけてユーザが投稿した動画の中からピックアップされたものは、 ドラマのエンディ
ングシーンの演出で使用される企画となっています。

映像ディレクター。1985年東京都出身。
広告制作会社にて企画演出職として６年間勤務後、海外での１年の自主映像制作期間を経て、
現在は東京を拠点に国内外でCM、WEBムービー、ショートフィルム、MVなどの企画・演出
を手がける。ドキュメンタリーから、人生を描くドラマやシュールなコメディまで、ジャン
ル・尺・形式を問わない説得力のある演出に定評がある。主な作品に、Hulu配信ドラマ 「う
つヌケ」、日清食品「0秒チキンラーメン」、東海テレビCM「この性を生きる。」など。
ACC金賞、ADFEST金賞、ギャラクシー賞CM部門選抜など受賞歴。2019年からは、小劇場の
演劇の脚本・演出にも活動の幅を広げている。

＜コメント＞
はじめてのラブコメ演出にあたり、コメディとしてのやりすぎ感と、カープドラマとしての
骨太感のバランスを意識しました。リリーフドラマという斬新な枠を利用した、いわば
「ローカル・ラブコメ」 です！主要キャストを演じてくれた皆さんも、本当にみんな最高
にキュートで素敵な人たちなので、それぞれのキャラクターに彼らの個性が滲み出て、愛せ
るものになっていると思います。広島の街と人のなかに、空気のように存在するカープとい
う文化。実際に広島に身を置かせてもらいながら、広島のスタッフさん、若くてパワフルな
キャストと一緒に、賑やかに、可笑しく、心を込めて描いた、恋模様と鯉模様。カープ戦で
沸いた後に、クスリと笑って楽しんでもらえたら嬉しいです！
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放送局：株式会社中国放送
タイトル： RCCテレビ60年特別企画リリーフドラマ『恋より好きじゃ、ダメですか？』
放送日時：2019年3月末～9月末（放送表内の野球中継時間が早終わりのタイミング）
ドラマ放送時間：15分程度
ドラマ話数：全12回放送予定
番組HP：http://tv.rcc.jp/tv60-koidrama/

放送概要
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日付 曜日 ＰＢ 対戦相手 球場

3月30日 土 14:00 広島－巨人 マツダスタジアム

4月3日 水 18:00 中日－広島 ナゴヤドーム

4月7日 日 13:30 広島－阪神 マツダスタジアム

4月20日 土 14:00 広島－DeNA マツダスタジアム

4月24日 水 18:00 広島－中日 マツダスタジアム

5月8日 水 18:00 中日－広島 ナゴヤドーム

5月18日 土 14:00 阪神－広島 甲子園

5月22日 水 18:00 広島－中日 マツダスタジアム

5月29日 水 18:00 ヤクルト－広島 神宮

6月2日 日 13:30 広島－阪神 マツダスタジアム

6月5日 水 18:00 西武－広島 メットライフドーム

6月12日 水 18:00 日本ハム－広島 札幌ドーム

6月19日 水 18:00 広島－ロッテ マツダスタジアム

7月3日 水 18:00 広島－ヤクルト マツダスタジアム

7月10日 水 18:00 中日－広島 ナゴヤドーム

7月17日 水 18:00 DeNA－広島 横浜スタジアム

7月21日 日 18:00 広島－巨人 マツダスタジアム

7月24日 水 18:00 広島－中日 マツダスタジアム

8月6日 火 18:00 広島－DeNA マツダスタジアム

8月12日 月 18:00 広島－巨人 マツダスタジアム

8月14日 水 18:00 広島－巨人 マツダスタジアム

8月25日 日 14:00 中日－広島 ナゴヤドーム

8月31日 土 18:00 広島－DeNA マツダスタジアム

9月11日 水 18:00 広島－中日 マツダスタジアム

9月21日 土 14:00 阪神－広島 甲子園

RCCテレビ 野球中継 予定表

※上記はあくまでも現時点の予定です。変更は生じる場合がございます。


