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【7月レース予定】
7／3
CBC賞（GⅢ） ～小倉～
ラジオNIKKEI賞（ＧⅢ） ～福島～
7／10
プロキオンステークス（ＧⅢ） ～小倉～
七夕賞（ＧⅢ） ～福島～
7／17
函館記念（ＧⅢ） ～函館～
7／24
中京記念（ＧⅢ） ～小倉～
7／31
アイビスサマーダッシュ（ＧⅢ） ～新潟～
クイーンステークス（GⅢ） ～札幌～
【8月レース予定】
8／7
レパードステークス（ＧⅢ） ～新潟～
エルムステークス（ＧⅢ） ～札幌～
8／14
小倉記念（ＧⅢ） ～小倉～
関屋記念（GⅢ） ～新潟～
8／21
北九州記念（ＧⅢ） ～小倉～
札幌記念（GⅡ） ～札幌～
8／28
新潟２歳ステークス（GⅢ） ～新潟～
キーンランドカップ（ＧⅢ） ～札幌～
【9月レース予定】
9／4
小倉２歳ステークス（ＧⅢ） ～小倉～
新潟記念（ＧⅢ） ～新潟～
9／11
産経賞セントウルステークス（ＧⅡ） ～中京～
オータムH（ＧⅢ） ～中山～
9／18
ローズステークス（ＧⅡ） ～中京～
9／25
神戸新聞杯（ＧⅡ） ～中京～
産経賞オールカマー（ＧⅡ） ～中山～

12.00　テレフォン人生相談 ・・・・・・・・・・・・（かねふく）
12.20　お天気コーナー ・・・・・・・・・・・・・（エコノレッグ）
1.35　氷川きよし 限界突破RADIO・・・・・ （各社）
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RADITIME 出演 ： 丸山観月

桑原あずさの as life
　出演 ： 桑原あずさ

天使のモーニングコール

（各　社）

（各　社）

（各　社）

（各　社）

（各　社）

（レオ財団）

Music Melting Pot

（各　社）まいどあり～。

ひよこで踊るラジオ
OBCミュージック・アベニュー

（幸福の科学グループ）

中西ふみ子のSUNSUNサンデー
　出演 ： 中西ふみ子 （ケンコー）

まいどあり～。 （各　社）

健康生活インフォメーション

旬！ SHUN! ピックアップ

（各　社）健康生活インフォメーション

ゼストの扉・ホリデーフォレスター/Yコーポレーションの時間

出演 ： 白倉律子

出演 ： 里見まさと、林惣一郎、入江常行、古川真照

今旬！インフォメーション

（各　社）納得健康15分
（ファーマフーズ）ぴよぴよラジオ

Buy Now

10：00 日曜競馬完全中継

出演：西村寿一、濱野圭司
　　　田辺大介、三宅きみひと、松下翔
　　　武田英子、井川茉代
　　　（競馬エイトトラックマン）
　　　門口博光、藤岡敬司、喜多村克利、
　　　高橋賢司、柳崇士、増井辰之輔  他

【PT】

水谷ひろしの
OSAKA歌謡ウェ～ブ

吉田奈央

●出演　

水谷ひろし

（レコード各社）

（各　社）

（各　社）

（各　社）

（各　社）

（ARI Production）

6：00

水樹奈々スマイルギャング
出演 ： 水樹奈々、福圓美里

10.30～

11.00～

出演 ： 久保ユリカ

出演 ： 飯田里穂

10.00～

久保ユリカ いまなら、いましか

飯田里穂主義（イイダリホイズム）

Lock on Music!

　出演 ： 深見陽一郎、清水共子

　出演 ： 江木俊夫、小池可奈

11.30～

阪口くんと釘宮さんのブックトラベラー
出演 ： 阪口大助、釘宮理恵

12.00～

出演 ： 神谷浩史、小野大輔

（キングレコード）

（アニメロミックス、ドワンゴ、SAY YOU LAB）

神谷浩史・小野大輔の
Dear Girl ～Stories～

出演 ： 大空直美、中島唯、松田颯水

朝の健康便り
（日本消防協会）

（マイケア）

ときめきショッピング

（各　社）

（創価学会）

（ファーマフーズ）

（各　社）

（トライステージ）
おはよう！ニッポン全国消防団

阪上雄司の縁モーニング!!
　出演 ： 阪上雄司、愛野エリイ

ミナミのチカラ
（合同衛生、マツモト、リバー産業）　出演 ： 神谷ゆうこ

ハッピーカーライフ
（自販連、軽自協、査定協）　出演 ： 高橋征二、藤原宏美

　出演 ： 橘俊夫、西村実花

ちょんまげの、ちょんまげによる、
ちょんまげの為のラジオ （伊勢忍者キングダム）

土曜クラウン劇場  みゆ×てつ
　出演 ： 津吹みゆ、木村徹二

あすの健康を願って

三方よしくんの人生にエールを！ 
七田厚のわくわくわく子育て

午後はピヨらじ！

納得！お得！ラジオショッピング

旬！ SHUN! ピックアップ （各　社）

（各　社）

（各　社）

（各　社）

（西澤養蜂場）

（ファーマフーズ）

（各　社）

健康生活インフォメーション （各　社）

（各　社）

（日本予防医薬）

（各　社）

（ヒラタ）

山下純一のバリアフリーFUNK

（P’s Auto Trade）

（エムケイプロジェクト）

（日本クラウン、クラウンミュージック）

三島由衣の☆ミラクルハッピー
　出演 ： 三島由衣、華井二等兵、ブランケット

納得健康15分

あなたとわたしの絵本の世界

出演 ： 松山千春
松山千春 ON THE RADIO

Stand Up! RADIO
出演 ： 岡野多香子

（各　社）

平田進也の耳からトラベル
出演 ： 平田進也、泉ゆうこ

辻本公俊の情熱トーク 心に虹を
出演 ： 辻本公俊、せんだみつお、塩田えみ

イキイキ！すこやか情報

Music Melting Pot

OBCミュージック・アベニュー

OBCミュージック・アベニュー

小倉・IMALUの○○玉手箱

Music Melting Pot
OBCミュージック・アベニュー

しあわせの呼び水

ぴよぴよラジオ

早起き情報スタジオ

（川口技研）

川口技研プレゼンツ
司馬遼太郎短篇傑作選
　 ナビゲーター ： 竹下景子

檀れい

10.00～

11.00～

岩田光央・鈴村健一
スウィートイグニッション
　 

12.00～

（大阪アミューズメントメディア専門学校、ランティス ほか）

　 

11.30～

野津山幸宏・葉山翔太
Noplan Night !

（フロンティアワークス）

（各　社）

（各　社）

（各　社）

【PT】

12.30～

増田俊樹・村上喜紀のオーシャンスピリット

出演 ： 森久保祥太郎、浪川大輔

出演 ： 岩田光央、鈴村健一

東映公認 鈴村健一・神谷浩史の
仮面ラジレンジャー

森久保祥太郎・浪川大輔
つまみは塩だけ

アニソン★ナイトフィーバー
OBCミュージック・アベニュー

lyrical schoolのラジッパ

イキイキ！すこやか情報
Music Melting Pot

出演 ： 増田俊樹、村上喜紀

出演 ： 野津山幸宏、葉山翔太

出演 ： 鈴村健一、神谷浩史

出演 ： 田中優希

（東放学園/東京アナウンス学院）

（avex、日本コロムビア、バンダイ、パンプレスト）

生島ヒロシのおはよう一直線 
●出演 生島ヒロシ

OBCミュージックショップ

今旬！インフォメーション ときめきショッピング（各　社） （トライステージ） （トライステージ）

ヒヨコで踊るラジオ ヒヨコで踊るラジオ

夏の疲労対策講座（～8/31）

夏の疲労対策講座（～8/27）

ときめきショッピング ヒヨコで踊るラジオ

通販！なりゆき番組 隊長＠谷隼人の風雲ラジオショッピングぅ 通販！なりゆき番組 隊長＠谷隼人の風雲ラジオショッピングぅ
OBCミュージック・アベニュー OBCミュージック・アベニュー

（各　社）
（ファーマフーズ）

（日本予防医薬）

（ファーマフーズ）

（ファーマフーズ）

6.20　いすゞ presents 檀れい今日の1ページ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（いすゞ 自動車）

8.20　Today’s Pick up
8.35　武田鉄矢・今朝の三枚おろし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （コメリ）
9.00　お天気コーナー
9.10　（火）（木）（金）オトナ女子の交換日記
9.50　ゆるふわニュース
10.30　（月）なんでも保険相談Ｑ＆Ａ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （メビウス）
　　　（火）かおりんルーム
　　　（水）ハッピーブランチプラス（第2・4週）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （築野食品工業）
　　　　　シネマプラス（第1・3・5週）
　　　（木）ハッピーコリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （ファイブ・イー・ライフ）
　　　（金）テイ子のラジオ・エッセイ
10.50　お天気コーナー

6.33　朝イチニュース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （スズキ自販近畿）
6.40　（月）まいどあり～。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （各　社）
　　　（火）今旬！インフォメーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （各　社）
　　　（水）しあわせ応援ラジオ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （各　社）
　　　（木）旬！ SHUN! ピックアップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （各　社）
　　　（金）今旬！インフォメーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （各　社）
7.15　（月）みみより姿勢ウォーキング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （ふんばるくん）
7.25　朝の健康便り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （マイケア）

5：30

ハッピー・プラス

藤川貴央の
ニュースでござる

●出演
　（月・火） 南かおり
　（水・木） 慶元まさ美
　（金） 若宮テイ子

（YKK AP）

 【PT】

 【PT】

News

2：00

Hit&Hit!【PT】

ラジナビ　　　　 出演 ： 水野潤子

水森かおりの歌謡紀行 
　出演 ： 水森かおり

ドクトルかっちゃん 笑顔で元気
　出演 ： 井草克一、仲みゆき

浅野泰生の社長のミカタ

（徳間ジャパン）（ビオネほか）

元気だしてゆこう！てっちゃんねる
　出演 ： 荒川哲男、河島あみる （小野薬品工業）

（ハーメック）

健やかインフォメーション
（ティーアンドエー、グラシアス、気まま亭あいちゃん ほか）

ヒヨコで踊るラジオ

（ヒラタ）

あっ！ ヒラタですぅ～♪
　出演 ： 藤田純、南かおり

（平成医療学園グループ）

南かおり 若宮テイ子慶元まさ美

武田鉄矢

11：00

OBCグッドアフタヌーン！ 【PT】

いいね！ イマうた 田中あいみです

笑福亭鉄瓶 松本美香 桂小春團治 小川恵理子 笑福亭晃瓶 近藤綾香 笑福亭鶴二 内海英華

西川かの子 浅越ゴエ 松本雅子

藤川貴央のクリニックレポート
　 出演 ： 藤川貴央（OBCアナウンサー）

OBCミュージック・アベニュー

（各　社）

（各　社）

（各　社）

（ワイ・ヨット）

妊活の神様の時間

わくわくお届け便

今旬！インフォメーション

米良美一のビューティフルライフ

Music Melting Pot

Zip Top® プレゼンツ
Good Choice! Good Action!

Buy Now

OBCミュージックショップ

まいどあり～。

OBCミュージック・アベニュー

●出演
　（月）笑福亭鉄瓶、松本美香
　（火）桂小春團治、小川恵理子
　（水）笑福亭晃瓶、近藤綾香
　（木）笑福亭鶴二、内海英華

6：00

（ホッピー）看板娘ホッピー・ミーナのHOPPY HAPPY BAR!

せんねん灸プレゼンツ
しあわせ演歌・石原詢子です

（セネファ）

（北おおさか信用金庫）

（キングレコード）

大月みやこ
いい歌・こんばん話

岡崎泰正の届け生唄
らじおんぱ！

（各　社）

江木俊夫の聞いてんの？
（日本リサイクル）　出演 ： nami、SPYSHE

nami がナミなみ！ K-POP

（ニナファームジャポン）

（東放学園/東京アナウンス学院）

深見陽一郎のREAL RADIO

あなたに届け!
Happy Sound Wave

健康生活インフォメーションラジオでサ活・ととのうラジオ
　出演 ： 中西則善、中上恭子

たんぽぽの綿毛time♪

　出演 ： 大月みやこ

　出演 ： 西村登代子、原田年晴

　出演 ： 辻紗樹

水野浩児の月曜情報スタジオ

ニュースパレード
BIGMAMA HOUR 貴女の夢に乾杯!!
　出演 ： BIGMAMA

（各　社）

（各　社）

桑原あずさの as life Tuesday
　出演 ： 桑原あずさ

（リーバ）

（think shift） （ライフマネジメント）

みんなの元気！いきいきラジオ
（各　社）（各　社） 健康生活インフォメーション

（各　社）

（ファーマフーズ）

OBCミュージック・アベニュー

OBCミュージックショップ

OBCミュージックショップ

イキイキ！すこやか情報

スタジオアカデミアOBC

OBCミュージック・アベニュー

OBCミュージック・アベニュー

ラジオ産経 ビジネスジャーナル

新番組

こおり健太 夢・種まきタイム

大阪芸大スカイキャンパス
　出演 ： 塚本英邦、田中光敏、内藤裕敬

（大阪芸術大学グループ） （各　社）

寛太郎とたかおのツレビキ！
OBCミュージックショップ

聴いてもらうも他生の緑
  出演 ： 谷泰三、カルロス中家

松浦百美子の今夜も聴かせて
あれも！ これも！ SDGs

ほんまもんだョ！工藤あやのです
出演 ： 工藤あやの
　　　原田年晴（OBCアナウンサー）

ラジオが大好き！

話の目薬ミュージックソン

OBCミュージック・アベニュー

いいね！ イマうた コノうた

雪月花のナイトカフェ
　出演 ： 雪月花

（タイセイシュアーサービス）（各　社）

（各　社）

（各　社）

OBPゆーこと小石田純一のグララジ
（司法書士法人 中央事務所）

（各　社）

（各　社）

（各　社）

辰巳ゆうと ここでゆうとこ
  出演 ： 辰巳ゆうと

アイデンティーモ ※隔週放送
  出演 ： アイデンティティ、PiTiiY（TiiiMO）

（ビクターエンタテインメント）

（インバースホールディングス）

出演者 ： 週替わり

（ハイ・メディック）

（ヒューマンアカデミー）

若林美樹の一生懸命ラジオ！
　出演 ： 若林美樹
It’s SHOW TIME！
　出演 ： 藤川貴央（OBCアナウンサー）

（月） 703号室 （火）豊田萌絵 （水）ゆりめり （木）コバソロ

ヴァイナル・ミュージック ～歌謡曲2.0～
健康生活インフォメーション

（土）オードリー

オールナイトニッポン【PT】 ニチレイ プレゼンツ
オードリーのオールナイトニッポン

最新の
 情報は

（月）Creepy Nuts （火）星野源 （金）霜降り明星

【月～金】ブルボン、エイブル、日本ガイシ、ガチャガチャの森　【月・火・水・金】タネのタキイ　【月・火・木】ワンカップ大関　【月・火】日本電気硝子　【月・木】栗本鐵工所　【月】シモハナ物流、UACJ、商船三井フェリー、サンレディース
【火】三和シヤッター、楽天カード、池田糖化工業株式会社、いいちこ下町のハイボール、UCC、auじぶん銀行、昭和産業　【火・水】UBE　【火・木】出光興産　【水・木・金】AKRacing　【木】高須クリニック　【曜日不定期】ヤクルト、みにプロ

（水）乃木坂46 （木）ナインティナイン

●出演

（JRA日本中央競馬会）（各　社） 協力 ： 競馬エイト
keiba@obc1314.co.jp

wave@obc1314.co.jp

plus@obc1314.co.jp

gozaru@obc1314.co.jp

goo@obc1314.co.jpkf@obc1314.co.jp kf@obc1314.co.jp

874@obc1314.co.jp

uta@obc1314.co.jp
いいね！ イマうた 真田ナオキです
uta@obc1314.co.jp

大阪芸術大学グループプレゼンツ

6：30

8：00

ラジオ大阪 検 索

5時台 【火】しんくみバンク
6時台 【月】国境なき医師団、【火】ＮＴＴドコモ、【水】セブン-イレブン・ジャパン、
 【木】再春館製薬所、【金】ダノンデンシア（4月）

RADI PASSION （各　社）

（ファーマフーズ）

アインシュタイン・山崎紘菜
Heat & Heart! （BOAT RACE 振興会）

山本譲二の住まいるフレンド（東建コーポレーション）

Music Melting Pot

新しいあなたの朝に！

@plus_obc

@gozaru_obc

@goo_obc
mimi@obc1314.co.jp
@mimi_obc

goo@obc1314.co.jp
@goo_obc

@874_obc

（アサヒ緑健）

ニチレイ、日本触媒、出光興産、楽天カード、
タネのタキイ、AKRacing、JA全農、
日本FP協会、auじぶん銀行、昭和産業、
長州産業、オリエンタル酵母工業、ヤクルト、
PIST6

OBCミュージック・アベニュー

Music Melting Pot

OBCミュージックショップ

Music Melting Pot

Music Melting Pot

ヴァイナル・ミュージック
～for.EK～大人の歌謡クラブ

Music Melting Pot

清水綾音のアヤオト！

松本隆宏の参謀チャンネル

Music Melting Pot

近兼拓史のウィークリーワールドニュース
　出演 ： 近兼拓史、芳野友美、中村葵

大阪マネー物語
　出演 ： ボンド、けんじ、BIGMAMA

（ドクターリセラ）
水のほほえみ☆ドクターリセラ
　出演 ： 奥迫哲也、桑原あずさ （各　社）

clearanceの♯クリキャントーク
　出演 ： clearance （各　社）

全力！らじお女子☆≡
　出演 ： Dream Zone

めっちゃすきやねん

原田年晴
（OBCアナウンサー）

森川由香

原田年晴
かぶりつきマンデー！
●出演

出演 ： 丸山観月

kamata@obc1314.co.jp yamazoe@obc1314.co.jp kamio@obc1314.co.jp tsuzuki@obc1314.co.jp shiroma@obc1314.co.jp

藤川貴央
（OBCアナウンサー）

●出演 藤川貴央（OBCアナウンサー）

3.00　日替わりコーナー
3.42　あんぜん・あんしん・アンサンブル
 ・・・・・・（関西大学社会安全学部）
4.08　私だけのメモリーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （各　社）

ちゃらんぽらん
冨好

「好奇心、てんこもり！」

●出演

12.00　テレフォン人生相談 ・・・・・・・・・・・・・・・（かねふく）
12.30　保険の新常識、聞いてーや！ ・・・・（メビウス）
1.35　氷川きよし 限界突破RADIO・・・・・・・・ （各社）
1.45　お米で健康～思いをコメて・・・ （東洋ライス）
 （チョーヤ梅酒）

原田年晴
（OBCアナウンサー）

原田年晴
かぶりつきフライデー！
●出演

12.00　テレフォン人生相談 ・・・・・・・・・・・・（かねふく）
12.20　お天気コーナー ・・・・・・・・・・・・・（エコノレッグ）
12.22　ふるさとさんぽ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（JTB）

　梶原万祐子（JTBふるさと納税ナビゲーター）
1.35　氷川きよし 限界突破RADIO・・・・・ （各社）

和田麻実子
（OBCアナウンサー） 和田麻実子

（OBCアナウンサー）

カベポスター
永見大吾  浜田順平

和田麻実子の
みみよりだんご
●出演

12.00　テレフォン人生相談 ・・・・・・・・・・・・（かねふく）
12.20　お天気コーナー ・・・・・・・・・・・・・（エコノレッグ）
1.35　氷川きよし 限界突破RADIO・・・・・ （各社）

#ラジぐぅ

●出演

石田靖

12.00　テレフォン人生相談 ・・・・・・・・・・・・（かねふく）
12.20　お天気コーナー ・・・・・・・・・・・・・（エコノレッグ）
12.22　教えて保険でぐぅ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・（メビウス）
1.35　氷川きよし 限界突破RADIO・・・・・ （各社）

●出演

髙岡美樹

3.00　日替わりコーナー
4.00　意外と知らない保険の実は ・・・・・・（メビウス）
4.08　私だけのメモリーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （各　社）

田口万莉

「役立つ情報お届け！」 「コッテコテの水曜日！」

●出演

やのぱん

3.00　日替わりコーナー
4.08　私だけのメモリーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （各　社）

40  N・天

「あなたの心をマッサージ！」

●出演

3.00　日替わりコーナー
4.00　水津浩志のちょっとよってく？ ・・・（大口酒造）
4.08　私だけのメモリーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （各　社）

「心はいつも青春！」

●出演

3.00　日替わりコーナー
4.00　がんばってるで関西（第2・4週）
 ・・・・・・（東京商工リサーチ）
4.08　私だけのメモリーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （各　社）

●出演

中西則善 大森くみこ 桜井一枝 水津浩志 笑福亭松喬 小川恵理子

【PT】hanashikaの時間。

●出演
　（月）鎌田菜月（SKE48）
　（火）山添寛（相席スタート）
　（水）神尾晋一郎
　（木）都築拓紀（四千頭身）
　（金）白間美瑠

11：00

【PT】サクラバシ919

ミッドナイト・ロックショー
　出演 ： 尾道ケイ

（各　社）

第3金曜日のみ……（ヤマティ）

（産経新聞社）

鎌田菜月
（SKE48）

神尾晋一郎山添寛
（相席スタート）

白間美瑠 同時生配信！都築拓紀
（四千頭身）

hit@obc1314.co.jp
@hit_obc

Lock on Music!

●出演 藤川貴央
（OBCアナウンサー）

藤川貴央の
ＤＭＺ

dmz@obc1314.co.jp@dmz_obc

#ラジぐぅ

@sakurabashi919

@obckaburitsuki @obckaburitsuki@goo_obc @goo_obc

@wave_obc

@wave.obc

OBCドラマティック競馬金曜版
そのだ金曜
ナイター中継

（兵庫県競馬組合、楽天競馬）

出演 ： 西村寿一
8.26　看板娘ホッピー・ミーナの
　　　HOPPY HAPPY BAR!
　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（ホッピー）

ミクチャ×ラジオ大阪
若手芸人冠番組争奪戦

12.00　（火）絆変換…（ARROWグループ）
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ラジオ大阪

2022年7・8・9月7・8・9月 24
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ラジオでは

パソコン
ス マ ホ

は『＠1314OBC』

ラジオ大阪公式 facebook

では『　　　　　　』

『AM1314kHz』
『FM91.9MHz』

ラジオ大阪
公式HPは
こちらから


