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 ＯＢＣラジオ⼤阪×ライブ配信アプリ「ミクチャ」 
 平⽇夜23時〜の新番組『サクラバシ919』を 

 2022年4⽉4⽇（⽉）より放送開始！ 
 相席スタート・⼭添 寛や⽩間 美瑠（元NMB48）、神尾 晋⼀郎など、 

 パーソナリティーはアイドル・声優・芸⼈が曜⽇ごとに担当 

 株式会社DONUTS（東京都渋⾕区、代表取締役：⻄村 啓成、以下「DONUTS」）は、⼤阪放送株 
 式会社（⼤阪府⼤阪市港区、代表取締役社⻑：吉⽥ 禎宏、以下「ラジオ⼤阪」）と2021年7⽉30⽇ 
 に資本業務提携を締結しました。 

 この度、共同事業の第⼀弾として2022年4⽉4⽇（⽉）23時より新番組『サクラバシ919（キュー・ 
 イチ・キュー）』の放送を開始いたします。本番組は、ＯＢＣラジオ⼤阪（AM：1314kHz／FM： 
 91.9MHz）でのラジオ放送に加え、DONUTSが運営するライブ配信アプリ「ミクチャ」での映像⽣ 
 配信をいたします。 

 ■『サクラバシ919』 概要 

 ・番組名『サクラバシ919』に込めた想い 
 ＯＢＣラジオ⼤阪の創業場所である"桜橋"（⼤阪市北区）と、2016年から開始されたFM補完放送 
 （ワイドFM）の周波数"91.9"から、『サクラバシ919（キュー・イチ・キュー）』と名付けまし 
 た。ラジオ放送の転換期と⾔われている令和の時代から始まる新番組として、ＯＢＣラジオ⼤阪 
 の、ひいてはラジオメディアの「過去と現在の懸け橋となる番組になるように」という想いが込め 
 られています。 

 ・番組コンセプト 
 「"好き"なコンテンツとリスナーの運命の出会いを作る」がコンセプト。各曜⽇のパーソナリ 
 ティーは、⾃⾝の"好き"な分野を熱量⾼く語ることのできるアイドル・声優・芸⼈が担当し、"好き 
 "だからこその独⾃の切り⼝でトークを展開し、リスナーにとって運命の出会いとなるキッカケや 
 ヒントを提案します。 
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 ラジオメディアならではの、パーソナリティーとリスナーがまるで電話をしているかのような近い 
 距離感と、映像を⾒ながらリアルタイムのコミュニケーションで盛り上がることができるライブ配 
 信アプリ「ミクチャ」のコラボレーションで、10年先、20年先も楽しめる最先端のメディアをお届 
 けします。 

 ・番組概要 
 番組タイトル  ：サクラバシ919 
 放送時間  ：毎週⽉〜⾦曜⽇ 23時〜25時 ※2022年4⽉4⽇（⽉）スタート 
 放送形態  ：東京・代々⽊のスタジオから⽣放送 
 公式サイト  ：  https://sakurabashi919.mixch.tv 
 公式Twitter  ：  @sakurabashi919  @sakurabashioffl 
 パーソナリティー  ：⽉曜⽇ 鎌⽥ 菜⽉（SKE48） 

  ⽕曜⽇ ⼭添 寛 （相席スタート） 
  ⽔曜⽇ 神尾 晋⼀郎 
  ⽊曜⽇ 都築 拓紀（四千頭⾝） 
  ⾦曜⽇ ⽩間 美瑠（元NMB48） 

 ・視聴⽅法 
 （１）ＯＢＣラジオ⼤阪（AM1314kHz、FM91.9MHz） 
 （２）「radiko」（スマートフォンでラジオを聞けるアプリ） 
 （３）ライブ配信アプリ「ミクチャ」でのライブ配信 

 「ミクチャ」は、以下URLからアプリをダウンロードいただくことで、誰でも無料でご視聴でき、 
 スタジオの様⼦を映像で観ながら『サクラバシ919』の⽣放送をお楽しみいただけます。なお、 
 「ミクチャ」内にある番組アカウントをフォローすると、放送開始に合わせて通知が届くため⾒逃 
 しを防げます。 

 ◆ミクチャ番組アカウント：  https://mixch.tv/u/16903258 
 ◆アプリダウンロードURL：  https://app.adjust.com/hbgzq2a 

https://sakurabashi919.mixch.tv/
https://twitter.com/sakurabashi919
https://twitter.com/sakurabashioffl
https://mixch.tv/u/16903258
https://app.adjust.com/hbgzq2a
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 ■各曜⽇のパーソナリティー紹介 

 ◆⽉曜⽇：鎌⽥ 菜⽉（SKE48） 

 【コメント】 
 はじめまして、SKE48鎌⽥菜⽉です！おそらくアイドル⽂化から使わ 
 れるようになった"推し"というワードもいつの間にか広く使われるよ 
 うになったなぁ。そうしみじみとする25歳の⼆次元を中⼼に⽣きるオ 
 タクのアイドルです。ファンの⽅々に教えてもらった「推しは増やす 
 もの」という⾔葉を胸に、リスナーさんとたくさんの"好き"の種を共 
 有できたら嬉しいです。 
 なんとも贅沢な⼀⼈喋り！すでに緊張しています！楽しみです！ 

 【"好き"なこと（趣味・語れるコンテンツ）】 
 アニメ、マンガ、ゲーム、原画展巡り、将棋、競⾺等 

 【プロフィール】 
 1996年8⽉29⽇⽣まれ。愛知県出⾝。 
 2012年、SKE48第6期⽣オーディションに合格。2015年に正規メン 
 バーとしてチームEに所属し、TVやラジオ、舞台などに活躍の場を広 
 げ、22ndシングル「無意識の⾊」（2018年1⽉発売）で初選抜⼊りを 
 はたす。以来、SKE48の中⼼メンバーとして活動中。 
 マンガやアニメ、将棋や競⾺など趣味は多岐にわたる。グループ内の 
 アニメ好きが集まった「⼆次元同好会」の副会⻑を務めている。歴史 
 やお城めぐり、読書なども好きで興味の幅はつきず、新たな「推し」 
 を⾒つける楽しさを⽇々感じている。 

 ◆⽕曜⽇：⼭添 寛（相席スタート） 

 【コメント】 
 この度、ラジオ⼤阪新番組にて、メインパーソナリティの御指名を頂 
 きました。 
 「ラジオ×⼭添1⼈×⽣放送」 
 推してくれた⽅は相当なギャンブラーだというのが分かります。有難 
 う御座います！ 
 ええ。私も、ボーン・トゥ・ビー・ギャンブラーでやらせてもらって 
 いる⾝です。⼀歩も引きませんよ。倒れる時は、前！前！前！！ 
 ⼀  先  ず、  四  千  頭  ⾝  都  築  の  曜  ⽇  に  負  け  た  ら、  2  ラ  ウ  ン  ド  通  常  即  ヤ  メ  と  さ 
 せていただきます！ 

 【"好き"なこと（趣味・語れるコンテンツ）】 
 お笑い、ボートレース・パチンコなどのギャンブル、COCO壱番屋 
 （カレー） 

 【プロフィール】 
 京都府出⾝。NSC東京校14期⽣。 
 2013年に男⼥コンビ、相席スタートを結成。M-1グランプリ2016ファ 
 イナリスト。 
 漫才・コントどちらも⾏う⼆⼑流で、⼭添はネタ作りを担当してい 
 る。ギャンブルを「夢追い」、借⾦を「絆」、返済を「ご挨拶」など 
 と⾔い換え、外⾒は清潔感があり紳⼠に⾒せかけたクズ芸⼈としても 
 話題。ライブやイベントでは、MCもこなすオールラウンダー。 
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 ◆⽔曜⽇：神尾 晋⼀郎 

 【コメント】 
 ⼩さな頃から聴いてきた⼤好きなラジオ、当時流れていた内容やCM 
 が今でも頭の中に残っています。いつかパーソナリティの仕事もした 
 い、そう思いながら早10年。遂に念願が叶いました。⾃分の熱量を存 
 分に発揮し、聴いた⽇は⾼揚感で寝られなくなるような、そんなラジ 
 オを⽬指します！ただ⼀つ悩みがあるとすれば、声がめちゃくちゃ良 
 いので、聴いている皆さんと⾃分が寝ないか⼼配。 

 【"好き"なこと（趣味・語れるコンテンツ）】 
 ⾳楽、洋服、マンガ、映画、マジック、ゲーム、格闘技、アニメ、雑 
 学 

 【プロフィール】 
 声優、ナレーターとしての活動をメインに、純⽂学と⾳楽を掛け合わ 
 せたユニット、KATARIのメンバーとして⾳楽活動も⾏っている。 

 ・主な出演作 
 「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」毒島メイソン理鶯役 
 「劇場版 七つの⼤罪 光に呪われし者たち」ダブズ役 
 「約束のネバーランド」ソンジュ役 
 「あんさんぶるスターズ!」⻤⿓紅郎役 
 「世界はほしいモノにあふれてる」ナレーション 

 ◆⽊曜⽇：都築 拓紀（四千頭⾝） 

 【コメント】 
 めちゃくちゃ嬉しいオファーをいただきました。 
 不器⽤な男なりに、魂の⽣放送やらしていただきます。 
 横並びで、同じ芸⼈の⼭添さんとは仲良く⼿を取り合って頑張ってい 
 きたいです。 
 ⼭添さん仲良くしましょう。 
 平和に、⾏きましょう。 

 【"好き"なこと（趣味・語れるコンテンツ）】 
 ゲーム、漫画、洋服、eスポーツ、VTuber 

 【プロフィール】 
 ワタナベコメディスクール22期⽣として出会った後藤拓実、⽯橋遼⼤ 
 とともにトリオを結成し、2016年にデビュー。 
 ⽇本テレビ「有吉の壁」、FM FUJI「四千ミルク」レギュラー出演 
 中。 
 最近は無類の服好きとしてInstagramでの私服紹介もじわじわと話題に 
 なっている。また個⼈のYouTubeチャンネルでのゲーム配信もコア 
 ファンから好評。 
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 ◆⾦曜⽇：⽩間 美瑠（元NMB48） 

 【コメント】 
 ⾦曜⽇を担当します⽩間美瑠です！2時間⽣放送という事で、どんな 
 事を喋ろうかな？と考えとってもワクワクしています！ 
 私にしか発信出来ない事、趣味や興味ある事も沢⼭なので、聴いて下 
 さるみなさんと共有していきたいなと思っています！ 
 みなさんからのメッセージも沢⼭待っています！相談なども私らし 
 く、スパッと解決しちゃいますよ！ 
 楽しみにしていて下さい！これからよろしくお願いします！ 

 【"好き"なこと（趣味・語れるコンテンツ）】 
 スノーボード、スケートボード、サーフィン、アイドル 

 【プロフィール】 
 1997年10⽉14⽇⽣ ⼤阪府出⾝ 
 2010年、NMB48の1期⽣として活動開始。2013年、1stアルバム 
 『てっぺんとったんで!』が初登場1位となって以降、トップアイドル 
 へ成⻑。同年末にはNHK『紅⽩歌合戦』に単独初出場を果たす。2017 
 年、『第9回AKB48選抜総選挙』で第12位にランクインし初のAKB48 
 選抜メンバーとなる。8⽉に発売したNMB48アルバムのリードトラッ 
 ク「まさかシンガポール」で単独センターに選出。12⽉発売『ワロタ 
 ピーポー』で⾃⾝初のシングル単独センターに選出。2018年、AKB48 
 グ  ルー  プ  と  韓  国  の  ⼈  気  オー  ディ  ショ  ン  番  組  「  PRODUCE  101  」  と  コ  ラ 
 ボしたプロジェクト「PRODUCE 48」に参加。 
 2021年8⽉31⽇、最後の1期⽣として11年間のアイドル⽣活を終え 
 た。11⽉、オフィシャルファンクラブ『⽩間ん家』を発表。アーティ 
 スト、モデル、YouTubeなど幅広く活動中！ 

 ■「ＯＢＣラジオ⼤阪」について 

 「ＯＢＣラジオ⼤阪」（⼤阪放送株式会社（⼤阪府⼤阪市港区、代表取締役社⻑：吉⽥ 禎宏）） 
 は、1958年に⺠間放送事業者として設⽴され、近畿⼆府四県を対象としたラジオ放送を開始して以 
 降、60年以上もの年⽉にわたり地域に根差した、関⻄を代表する公共性が⾼い重要な情報メディ 
 ア・インフラとしての役割を果たしている企業です。 

 2021年7⽉30⽇に、株式会社DONUTS（東京都渋⾕区、代表取締役:⻄村啓成）と資本業務提携を 
 締結しました。 
 https://www.donuts.ne.jp/news/2021/1008_obc/ 

 ■「ミクチャ」について 

 ライブ配信と動画投稿でコミュニケーションを楽しめるアプリ。2013年12⽉より運⽤を開始し、国 
 内累計1,700万ダウンロードを突破。現在の⽉間訪問者数は500万⼈を超えています。2020年7⽉に 
 サービス名を「MixChannel」より「ミクチャ」に改称いたしました。 

 ◆ 公式サイト：  https://mixch.tv  （PC、スマートフォン共通） 
 ◆ アプリダウンロードURL：  https://app.adjust.com/hbgzq2a 

https://www.donuts.ne.jp/news/2021/1008_obc/
https://mixch.tv/
https://app.adjust.com/hbgzq2a
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 ■株式会社DONUTS 

 所在地：東京都渋⾕区代々⽊2-2-1⼩⽥急サザンタワー8F 
 代表者：代表取締役 ⻄村啓成 
 コーポレートサイト：  https://www.donuts.ne.jp/ 

 ■⼤阪放送株式会社（ＯＢＣラジオ⼤阪） 

 所在地：⼤阪府⼤阪市港区弁天1-2-4 
 代表者：代表取締役社⻑ 吉⽥禎宏 
 コーポレートサイト：  http://www.obc1314.co.jp 

https://www.donuts.ne.jp/
http://www.obc1314.co.jp/

