
 PRESS RELEASE 
 報道関係各位 

 情報解禁⽇時：2023.03.14 15:00 
 株式会社DONUTS 
 ⼤阪放送株式会社 

 ＯＢＣラジオ⼤阪×ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」 
 平⽇夜23時〜のラジオ番組『サクラバシ919』 

 4⽉からの新パーソナリティ発表！ 
 ⽉〜⽊曜⽇は継続、 

 ⾦曜⽇はお笑いコンビのフースーヤがパーソナリティに就任し、 
 「サクラバシ919 WEEKEND STYLE」として放送決定 

 株式会社DONUTS(東京都渋⾕区、代表取締役:⻄村 啓成)と⼤阪放送株式会社(⼤阪府⼤阪市港区、代表 
 取締役社⻑:吉⽥ 禎宏、以下「ＯＢＣラジオ⼤阪」)による共同事業第⼀弾として開始した番組『サクラ 
 バシ919(キュー・イチ・キュー)』は、2023年4⽉からの新パーソナリティを発表いたしました。 

 ⽉〜⽊曜⽇はこれまでと同様にSKE48・鎌⽥ 菜⽉(⽉曜⽇)、相席スタート・⼭添 寛(⽕曜⽇)、神尾 晋⼀ 
 郎(⽔曜⽇)、四千頭⾝・都築 拓紀(⽊曜⽇)が引き続き担当し、東京のミクチャスタジオから⽣放送でお 
 届けします。⾦曜⽇は、パーソナリティとして新たに吉本興業所属のお笑いコンビ・フースーヤが就任 
 し、「サクラバシ919 WEEKEND STYLE」として⼤阪にあるＯＢＣラジオ⼤阪のスタジオから⽣放送 
 でお届けします。 

 2023年度の放送は4⽉3⽇(⽉)23:00からスタートします。 

 『サクラバシ919』は、毎週⽉〜⾦曜⽇の23:00から2時間、各曜⽇のパーソナリティが⾃⾝の好きな分 
 野を熱量⾼く語り、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するラジオ番組で 
 す。2022年4⽉からスタートし、まもなく放送開始から1周年を迎えます。 

 ＯＢＣラジオ⼤阪(AM:1314kHz / FM:91.9MHz)での放送に加えて「ミクチャ」での映像⽣配信も⾏って 
 おり、ラジオメディアならではの近い距離感のコミュニケーションを映像とともにお楽しみいただける 
 ため、トーク内容だけでなくスタジオの様⼦も含めて各メディアや著名⼈の間で話題になるなど、注⽬ 
 を集めています。 
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 ⼤阪放送株式会社 

 ■各曜⽇のパーソナリティ紹介 

 ◆⽉曜⽇:鎌⽥ 菜⽉(SKE48) 

 【コメント】 
 サクラバシ919のお話をいただいた際にこれは夢オチ 
 エンドなのではないのかと正直なところ最初は疑って 
 いました。この約1年をかけてリスナーにしばかれた 
 り⽢やかされたりと飴と鞭を受け続け、「夢じゃな 
 かった！」とこの贅沢な時間を現実だと噛み締めるこ 
 とがようやくできました。 
 お便りでネタバレをくらったのも、⽣放送でティッ 
 シュにお世話になったのもこのラジオが初めてです！ 
 好きを⽬⼀杯詰め込んだ豪速球、受け取ってもらえた 
 ら幸いです。 

 【“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】 
 この先30年やっていくラジオですから、2年⽬で浮⾜ 
 ⽴ってる場合ではございません。 
 僕はラジオを軸に⽣活していますし、ラジオが無い僕 
 の⼈⽣は死んでいるも同然です。 
 優先順位といたしましては、BSよしもとのちょっと 
 上くらいでやらせていただきます。 
 フースーヤ、聞いたことないですね。東南アジアの⾷ 
 べ物ですか。 

 【“好き”なこと(趣味・語れるコンテンツ)】 
 悪⼝、妬み、嫉み、⼋つ当たり、ケンカ腰、ゴシッ 
 プ、⾜の引っ張り合い、フェイクニュース、陰謀論、 
 ⼿押し相撲、間違い探し 

 【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】 
 あっという間の⼀年でした。たくさんの思い出がつい 
 昨⽇のことのように浮かび上がります。そして最近リ 
 スナーさんとのやりとりが活発になる中で、⽔曜サク 
 ラバシ独特の⾊が⾒えてきましたね。やはりサクラバ 
 シだけあって桜⾊でした。これから新たに始まる⼀年 
 も皆さんと⼀緒に満開の桜を咲かせるような、笑顔溢 
 れるラジオを作っていきたいと思います。2023年も 
 よろしくお願いいたします。 

 【“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、実況、餃⼦の餡、ビール、ギャン 
 ブル(初⼼者)、ブルジョワのロールプレイ(初⼼者) 

 【プロフィール】 
 1⽉13⽇⽣まれ。北海道出⾝。声優、ナレーターとして、アニメ・ゲーム・ラジオドラマ・吹替えなど 
 数多くの作品に出演する傍ら、近年は精⼒的に朗読劇へ出演。その他、俳優としては劇団「丸福ボン 
 バーズ」、⾳楽活動では間宮丈裕との⾳楽ユニット「KATARI」、さらにDJや落語など幅広いジャンル 
 で活動している。 

 ・主な出演作 
 「THE FIRST SLAM DUNK」流川楓役 
 「Fate/Grand Order」ドゥムジ役、コンスタンティノス11世役 
 「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」毒島メイソン理鶯役 
 「あんさんぶるスターズ!」⻤⿓紅郎役 
 「マガツノート」織⽥信⻑役 
 「⾼橋みなみのそこそこさんぽ」ナレーション 
 「LIL LEAGUEのヴィクトリーグ！」ナレーション 
 「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】 
 4⽉からはフースーヤも参戦するということで、他事 
 務所で初めてできた同期の芸⼈仲間なのでとても嬉し 
 いです。 
 ⽣放送中に⼯事⾳が⼊ったり、メールサーバーが⼀週 
 間ダウンしたり、⽣放送⽇のその時間に断⽔したり、 
 おばあちゃんがデカい⽝を連れてたり、僕はそんなラ 
 ジオ⼤阪が⼤好きです。 
 ⼆年⽬もまた新たなラジオ⼤阪ヒストリーが⽣まれる 
 ことを期待して、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)】 
 服、ゲーム、漫画 

 【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。最近では服好きが 
 ⾼じてセットアップやダウンの製作を⾏うなどデザイン業もスタート。個⼈のYouTubeチャンネルでも 
 ファッションやゲームに関する動画を配信中。 
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 ◆⾦曜⽇:フースーヤ 

 【コメント】 
 ⽥中ショータイム:  はじめまして！フースーヤ⽥中 
 ショータイムです！みるるんから⾦曜⽇を引き継ぎと 
 いうことで、とても嬉しく思いまバシ919！！ここか 
 らフースーヤの魅⼒をたくさん発信していこうと思っ 
 ていますのでバシ919、たくさん聞いて楽しんでくれ 
 たらと思っておりますバシ919！！ 

 ⾕⼝理:  みなさま初めまして！スキンケア⼤学の吉野 
 と申します！！ 
 すいません、間違えました！フースーヤの⾕⼝と申し 
 ます！！！この度、ありがたいことに⾦曜⽇の23:00 
 〜23:02の担当をさせて頂けるということでありがと 
 うございます！！！すいません、間違えました！ 
 23:00〜25:00でした！2分ラジオではないです！深夜 
 ⽣放送のラジオに憧れもあり、⽬⼀杯盛り上げていこ 
 うと思いますので、みなさん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)】 
 ⽥中ショータイム:  アニメ、KPOP、ファッション 
 ⾕  ⼝  理:  漫  画  (特  に  週  刊  少  年  ジャ  ン  プ  系)、  ゲー  ム  (PlayStation®4  、  Nintendo  Switch)  、  ア  ニ  メ  (U-NEXT  ⼊っ 
 てます)、映画(ハリー・ポッターシリーズ、ディズニー作品、スタジオジブリ作品等なんでも)、⼤河ド 
 ラマ『⿓⾺伝』、バレーボール 

 【プロフィール】 
 NSC⼤阪38期⽣。兵庫県神⼾市出⾝、⾼校の同級⽣コンビ。唯⼀無⼆のギャグ漫才スタイルで、⼤阪の 
 よしもと漫才劇場を中⼼に活動中。2022年には第57回上⽅漫才⼤賞新⼈賞にノミネートされた。⽥中は 
 おしゃれ好きで漫才劇場のファッションリーダーとして活躍、1⼈でライブに参戦するほどK-POPへの 
 愛と知識が深い。⾕⼝はYouTubeチャンネル「よしもと漫才劇場チャンネル」のゲーム実況にレギュ 
 ラー出演しておりゲームが特技。漫画、アニメも⼤好きで週刊少年ジャンプは毎週購読、週刊少年ジャ 
 ンプ作品に関する知識は若⼿芸⼈ナンバー1。 

 ・PlayStationは株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。 
 ・Nintendo Switchは、任天堂の商標です。 
 ・記載されている会社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。 
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 ■『サクラバシ919』について 

 番組タイトル  : サクラバシ919 
 放送時間  : 毎週⽉〜⾦曜⽇ 23:00〜25:00 
 放送形態  : 【⽉〜⽊曜⽇】東京のミクチャスタジオから⽣放送 

 【⾦曜⽇】⼤阪・ＯＢＣラジオ⼤阪のスタジオから⽣放送 
 公式サイト  :  https://sakurabashi919.mixch.tv 
 公式Twitter  : @sakurabashi919 (  https://twitter.com/sakurabashi919  ) 

 【パーソナリティー】 
 ⽉曜⽇ 鎌⽥ 菜⽉ (SKE48)  番組Twitter:  https://twitter.com/sakurabashimon 
 ⽕曜⽇ ⼭添 寛  (相席スタート)  番組Twitter:  https://twitter.com/sakurabashitue 
 ⽔曜⽇ 神尾 晋⼀郎  番組Twitter:  https://twitter.com/sakurabashiwed 
 ⽊曜⽇ 都築 拓紀 (四千頭⾝)  番組Twitter:  https://twitter.com/sakurabashithu 
 ⾦曜⽇ フースーヤ  番組Twitter:  https://twitter.com/sakurabashiws 

 【視聴⽅法】 
 ・ＯＢＣラジオ⼤阪 (AM1314kHz、FM91.9MHz) 
 ・「radiko」 (スマートフォンでラジオを聞けるアプリ) 
 ・ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」での⽣配信 

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

 「ミクチャ」は、上記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。 
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 ■「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/ 

 ■ライブ配信＆動画アプリ「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 

 ■⼤阪放送株式会社(ＯＢＣラジオ⼤阪)について 

 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 
 企業サイト  :  http://www.obc1314.co.jp 

 ■株式会社DONUTSについて 

 所在地  : 東京都渋⾕区代々⽊2-2-1 ⼩⽥急サザンタワー8階 
 代表者  : 代表取締役 ⻄村 啓成 
 企業サイト  :  https://www.donuts.ne.jp/ 
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