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2021年 7月 21日 

各 位  

 

 

 

 

 

 

 

株式会社Ｎｏ．１が、協賛を行っている防災ラジオ番組に初登場！ 

-株式会社Ｎｏ．１は、防災ラジオ「みんなのサンデー防災」を応援してまいります- 

 

 「日本の会社を元気にする一番の力へ」を経営理念とする、株式会社 No.1（本社：東京都千代田区、代表

取締役社長：辰巳 崇之、東証 JASDAQ：3562、以下当社）は、特定非営利活動法人地域防災推進機構（本社：

東京都港区、代表：村尾修、以下地域防災推進機構）が監修する TOKYO FM MUSIC BIRDにて放送中のラジオ

番組「みんなのサンデー防災」の取組みに賛同し、協賛を行っております。 この度、2021年 7月 25日放送

の「みんなの防災道具箱」のコーナーに当社役員が出演することが決定致しました。ぜひご聴取ください。 

 

 
 

【当社 出演者】 

 

 

≪経歴≫ 

1987年 4月 株式会社クレディセゾン入社 

2006年 3月 株式会社クレディセゾン リース事業部長 

2010年 6月 株式会社クレディセゾン 取締役 

2013年 3月 株式会社クレディセゾン 営業推進事業部長 

2016年 3月 株式会社クレディセゾン 総務部・ 

CS推進室管掌（兼）戦略人事部担当 

2018年 3月 株式会社クレディセゾン リスク統括部・総務部・ 

CS推進室管掌 

2019年 4月 当社 顧問 

2019年 4月 株式会社No.1パートナー 取締役（現任） 

2019年 5月 当社 取締役 上級執行役員  

パートナー事業本部長（現任） 

2019年 5月 株式会社Club One Systems 取締役 

2020年 7月 株式会社アレクソン 取締役（現任） 

2020年 8月 株式会社オフィスアルファ 代表取締役社長（現任） 

会 社 名 株 式 会 社 Ｎ ｏ ． １ 

代 表 者 名 代  表  取  締  役  社  長  辰巳  崇之 

 （コード番号：3562  東証 JASDAQ） 

本 社 所 在 地 東京都千代田区内幸町一丁目５番２号 

問 合 せ 先 取締役グループコーポレート本部長 久松 千尋 

電 話 番 号   0 3 - 6 7 3 5 - 9 9 7 9 
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【出演日】 

2021年 7月 25日（日） 14：00～14：45 

 

【当社の協賛理由】 

当社は、「日本の会社を元気にする一番の力へ。」という経営理念の下、日本全国に約 400万社存在する法人

の様々なニーズ、経営上のお悩み、問題や課題に対してのソリューション提供を通して活動しております。 

現在では、「日本の会社の元気を奪いかねない災害」に対し、企業の防災をサポートするための商品も取り揃

えており、災害時に必要とされる電気を確保できる『蓄電池』をはじめとして、災害時の情報収集に必要とさ

れる通信環境を整える『モバイル Wi-Fi』等、防災にも役立つ商品のラインナップ拡充に努めております。そ

んな中、ラジオを通した地域防災の啓蒙活動を知り、それに共感し、協賛させていただいております。 

今後も、地域貢献活動の一助を担ってまいりたいと考えております。 

 

【ラジオを通じて伝えたいこと】 

災害による被害を少なくするためには、一人一人が自ら取り組む「自助」、地域や身近にいる人同士が助け

あって取り組む「共助」、国や地方公共団体が取り組む「公助」が重要だと言われています。 

その中でも「自助」の意識を持って防災に備える事が大事です。 

このラジオ番組を通じて、防災に関する啓蒙と啓発の一助になればと思います。 

さらに No.1としては番組の中で、防災対策にはもちろん日常でも役立つ商品などをご案内していきます。 

 

【番組紹介】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【URL】 

番組公式サイト：https://noa-drr.wixsite.com/radio 

ラジオ局内番組ページ：https://musicbird.jp/cfm/timetable/sundaybousai/ 

地域防災推進機構公式サイト：https://www.noa-drr.org 

 

【ラジオ番組タイトル】 

みんなのサンデー防災～みんなの みんなによる みんなのための防災ラジオ～ 

 

【番組のパーソナリティー】 

目黒公郎 

（東京大学教授・地域防災推進機構理事） 

黒瀬智恵 

（株式会社ソフィアプランニング代表取締役・地域防災推進機構理事） 

 

https://noa-drr.wixsite.com/radio
https://musicbird.jp/cfm/timetable/sundaybousai/
https://www.noa-drr.org/
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【番組概要】 

毎週日曜 14:00～14:55 放送中。東大の目黒教授が、ゲストやリスナーと共に防災を考え発信するラジオ番組。 

防災って、楽しい！カッコいい！防災の専門家・目黒先生が防災に関わる様々なゲストを迎え、最新の防災情

報お届けします。地域のコミュニティ FM 局に根ざしたみんなでつくる防災ラジオ！あなたの街の防災ヒー

ローはあなたです！ 

 

【番組のコーナー】 

・防災 365 ： 防災の観点から過去の事例や今何に気を付けるべきなのかを専門家の目線で分かりやすく

トークするコーナー 

・みんなの防災道具箱 ： 様々な防災関連情報を紹介し、災害時に役立つグッズや手軽な防災のアイデアに

ついてトークするコーナー 

・サンデー防災 Open Lab ： 毎回ゲストをお招きして防災についてトークするコーナー 

 

【放送予定の中継局一覧】※2021年 5月現在、全国の地域 FM計 111局で放送中 

FMわっぴ～・FMねむろ・ｅ－ｎｉｗａ（いーにわ）・FM ABASHIR・FM JAIGO WAVE・FM765・FMゆーとぴあ・鹿角きりたんぽ FM・ラジオおおだて・FM 

One・FM ねまらいん・エフエムい～じゃん おらんだラジオ・エフエム NCV おきたま GO!・Ｂｉｋｋｉ-ｆｍ(びっきエフエム)・ほほえみ・なとらじ

801・FM 愛’S・ＳＥＡ ＷＡＶＥ FM いわき・ウルトラエフエム・FM もおか・いせさき FM・ラヂオななみ・たかはぎ FM・FM だいご・FM ひたち・FM

ぱるるん・FM かしま・うしく FM・ＲＥＤＳ ＷＡＶＥ・FM ふっかちゃん・Radio NARITA・ふくろう FM・FM たちかわ・エフエムせたがや・コマラ

ジ・エフエム戸塚・湘南マジックウェイブ・マリン FM・エフエム甲府・エフエム八ヶ岳・エフエムふじやま・エフエムふじごこ・ラジオ チャッ

ト・FM ピッカラ・ラジオ アガット・エフエムみょうこう・エルシーブイ FM７６９・エフエムあづみの・ラジオたかおか・エフエムとなみ・ラジオ

かなざわ・ラジオこまつ・ラジオななお・福井街角放送・富士山ＧＯＧＯエフエム・FM Ｈａｒｏ！・ボイス キュー・FM なぎさステーション・Ｃ

ｉａｏ！・ｇ－ｓｋｙ76.5・FMおかざき・RADIO SANQ・エフエムななみ・FMＰｉＰｉ・ＦＭラインウェーブ・ポートウェイブ・いな Bee(いなべエフ

エム)・Suzuka Voice FM・ROCKETS785・FM おおつ・FM いかる・ふくちやまＦＭ丹波・エフエムハイホー・FM 千里・エフエムみっきぃ・FM ＪＵＮ

ＧＬＥ・805 たんば・レディオ モモ・エフエムゆめウェーブ・レディオＢＩＮＧＯ・エフエムおのみち・ＦＭ廿日市・ＦＭちゅーピー・ＦＭみは

ら・FM東広島・FMいずも愛ステーション・RADIO BIRD・ＣＯＭＥ ＯＮ ! FM・しゅうなん FM・FMスマイルウェ～ブ・FM７６１・Ｍａｎｄｅｇａｎ 

(FM８１５)・FMラヂオバリバリ・FMがいや・ＦＭ八女・FMたんと・FMちょっくらじお・えびすＦＭ・レインボーFM・壱岐エフエム・はっぴぃ!FM・

FM ひまわり・さいきエフエム・NOAS FM(ノースエフエム)・Ｋａｐｐａ FM・FM７９１・みつばちラジオ・ＦＭひゅうが・ＦＭのべおか・ＦＭさつ

ませんだい・エフエムみやこ 

 

また、番組公式ホームページにて、聞き逃し配信を行っております。 

https://noa-drr.wixsite.com/radio 

 

 

【収録風景】 

 

 

 

https://noa-drr.wixsite.com/radio
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【当社の SDGs】 

当社は、SDGs の「住み続けられるまちづくりを都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にす

る」を念頭に据え、この度の防災ラジオ「みんなのサンデー防災」の協賛に至りました。 

 

  

 

 

【会社概要】 

会社名     ：株式会社Ｎｏ．１ 

本社所在地 ：東京都千代田区内幸町一丁目 5番 2号 内幸町平和ビル 19階 

代表     ：代表取締役社長 辰巳 崇之 

URL         : https://www.number-1.co.jp/ 

設立    ：1989年 9月 27日 

事業内容   ：情報セキュリティ機器の企画開発・製造・販売及び保守事業 

情報通信機器・OA関連商品の販売及び保守事業 

 

 

当社は「日本の会社を元気にする一番の力へ。」を経営理念に掲げ、顧客である会社の抱えている課題に応

える商品・サービスの拡充を図ることで、収益拡大を目指してまいります。  

 

この記事に関するご質問やお問合せにつきましては、下記窓口へご連絡をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

〒100-0011 東京都千代田区内幸町一丁目 5番 2号 内幸町平和ビル 19階 

株式会社Ｎｏ．１ 経営企画部 

電話番号 ： 03-6735-9979 (直通) 

E-MAIL  ： info-ir@number-1.co.jp 

URL   ： https://www.number-1.co.jp/ 

受付時間 ： 月曜～金曜（土日・祝祭日・当社指定休日を除く）  9:00～18:00 

https://www.number-1.co.jp/
mailto:info-ir@number-1.co.jp
https://www.number-1.co.jp/

