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  1月 
  2火 阪神vs中日
  3水 阪神vs中日
  4木 阪神vs中日
  5金 広島vs阪神
  6土 広島vs阪神
  7日

5月の放送予定
  8月 
  9火 阪神vsヤクルト
10水 阪神vsヤクルト
11木 阪神vsヤクルト
12金 阪神vsDeNA
13土 阪神vsDeNA
14日
15月 

16火 中日vs阪神
17水 中日vs阪神
18木 中日vs阪神
19金 阪神vs広島
20土 阪神vs広島
21日 
22月 
23火 ヤクルトvs阪神

24水 ヤクルトvs阪神
25木 ヤクルトvs阪神
26金 阪神vs巨人
27土 阪神vs巨人
28日 
29月 
30火 西武vs阪神
31水 西武vs阪神

※放送内容が変更になる場合がございます。デーゲーム ナイター

を

が展開する

番組

YouTubeをポチっと調査

Twitterフォロワー数が１万人以上のMラジ番組

ＭＢＳラジオでは聴き逃したや、もう一度聴きなおしたいリスナーの
皆さんの為、YouTubeでも展開中です！ 放送外の“おまけ配信”を
している番組もたくさんありますので、要チェックです☆

Twitterをポチっと調査
Twitterでは、140文字以内の文章を屈指し各番組が今後放送する内
容や、OA中の出演者の写真、またTwitterでリツイートすると当たる
プレゼント企画があったりと、よりリスナーさんへ情報を収集してもら
うために各番組が奮闘中です！

（２０２３年４月24日現在）

（２０２３年４月１８日現在）

（２０２３年４月24日現在）
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@A_yantan1179

@massmaru_mbs

@nadja1179

@tigers_park_mbs

@uwa1179

8.2万人登録者数

3.96万人登録者数

2.45万人登録者数

2.89万人登録者数

▶メッセンジャーあいはらの
　Youはこれから！ 

2.87万人登録者数

▶ナジャ・グランディーバの
　レツゴーチャンネル

▶茶屋町怪談
3.55万人登録者数

▶それゆけ！メッセンジャー

▶上泉雄一のええなぁ！

MBSラジオ公式YouTubeチャンネル

番組専用YouTubeチャンネル

MBSラシオ゙て ば90番組以上を自社制作。
その中Twitterたげても゙70番組以上かア゙カウ

ントを持
つてい

ます
。

今回はMラシに゙存在する番組SN
Sの中ても゙

、

Twitterにスポツトを当てて
ご紹介して

いきま
す！
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@ai1179

@konchan1179

@obachan1179

@amassoaa

@mbspara

1.9
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フォロワー
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万人

フォロワー

主な
配信番組

▶ありがとう浜村淳です　▶ヤマヒロのぴかいちラジオ
▶笑福亭鶴瓶のMBSヤングタウン日曜日　▶石井亮次と福島暢啓のフダンギダンギ
▶チュート徳井・レイクレてっちゃんのA Music Chance　など…

▶反田恭平 Growing Sonority
▶AマッソのMBSヤングタウン
▶ますます!ハイヒールチャンネル
▶金村義明のええかげんにせえー！
▶MBSこども音楽コンクール

▶上泉雄一のええなぁ！　▶若月佑美と工藤遥のMBSヤングタウン
▶オーイシマサヨシのMBSヤングタウン　▶AマッソのMBSヤングタウン
▶TOROMIRADIO　▶日本一明るい経済電波新聞　
▶松原タニシの恐味津々　▶人生という宝物　▶しあわせの五・七・五

他にもあります！番組専用チャンネル

Podcastだけの配信番組

YouTube同様、アーカイブとして
Podcastでも展開しているラジオ番組

1

2 3 4

5
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6
毎週１本配信予定

▶馬野雅行 鉄学の道
毎月第２・第４土曜 21:00～配信

▶武川智美のまとものまとも！？

ＭラジはPodcast番組もございます！

10

（昨年６.１万人）

（昨年３.３万人）（昨年３.３万人）
（昨年２万人）

アナタも一緒に「ＭＢＳラジオ」を
盛り上げてくれませんか？
概要と応募はWEBで！！

『ＭラジSTORE！』でも過去放送を
音声ファイルにて販売し展開中！！

Mラジ
タイムテーブルPR大使募集中だポチっー！

Ｍラジ非公認キャラクター「やまねくん」

ⓒ石川いな帆・縞／KADOKAWA　
角川ビーンズ文庫刊『音風シンドローム 
鳴らせ、運命のイントロダクション』より

Mラジストアは
こちら

小籔千豊×笑い飯の
ラジオ土020
各話 165円（税込み）

※ちなみにＭＢＳラジオ（@1179mbs）の
　公式アカウントの
　フォロワー数は現在

諏訪部順一×石原慎也 Voice Pallet
ボイスドラマ『音風シンドローム』
各話 330円（税込み）

5万人



kin@mbs1179.com

（ビーマップ）（フレイホールディングス）
（イマグリアル）（Radiotalk）

oredo@mbs1179.com

（カトリック教会）
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（パナソニック） （お肉の雅屋）（藤田食品）

浜村淳
（月～木）佐々木りつ子  （金）桜井一枝　
ありがとう娘。（西田愛、吉村珠佳、田下愉香）

芸能情報
土曜人生相談
競馬大作戦
映画サロン
西川きよしの今日も元気です！
私の好きな歌
ラジオショッピング

（西垣靴下）（六甲バター）（加藤産業）
（長崎堂）

（岡村製油）

（はぴねすくらぶ）

それゆけ目線
あいはらの“どうか”背中を押させていただけますか

（西垣靴下）
（スーパーコスモグループ）

　（スーパーコスモグループ）
（ライオンケミカル）（Gstyle）

（各社）

福ちゃんの話、いいんじゃない？
週替わりコーナー
ネットワークトゥデイ
ラジオショッピング（15時台）
ラジオショッピング（16時台）
三井ダイレクト損保 presents 『強くてやさしい金曜日』

（西垣靴下）

（各社）
（はぴねすくらぶ）

（日本直販）

快適生活ラジオショッピング
カメカメトピックス

カモン買いもん！サンデーマーケット

（快適生活）

（光洋）

近藤光史
（月）シルク、オール阪神　（火）シルク、大平サブロー　（水）上田悦子、テンダラー、ケーちゃん
（木）武川智美、週替わりパートナー（原田伸郎、桂雀々、シンデレラエキスプレス渡辺裕薫、笑福亭鉄瓶）
（金）山本量子、亀井希生、週替わりパートナー（桂小枝、石田靖、メッセンジャー黒田、130R・ほんこん、寺田一義）
［月イチパートナー］桂小文枝

吼えるコンちゃん

ラジオショッピング
聞くコンちゃん
エンタメ　コンちゃん！

（スーパーコスモグループ）
（ライオンケミカル）
（コネクショングループ・Gstyle）
（ジャパネットたかた）
（スミリンケアライフ）

（各社）

村上ショージ
飯窪春菜
横山玲奈（モーニング娘。'23）
週替わりヤン娘。

三遊亭とむ、田口万莉、藤林温子
［最終週］三遊亭とむ、福島暢啓

浜村淳、桜井一枝

上泉雄一
（月）高橋洋一、西村麻子  （火）週替わり専門家、武川智美  （水）石田英司、松川浩子
（木）須田慎一郎、山崎香佳  （金）石田英司、前田春香

●お便りのあて先　〒530-8304 MBSラジオ「ありがとう浜村淳です」係

●お便りのあて先/〒530-8304 MBSラジオ
　　　　　　　　「ありがとう浜村淳です土」係

（①8時台・②9時台・③10時台・④11時台）

（6時台）

（①8時台・②9時台・③11時台）

（11時台）

（12時台）

59

（デンタルプロ）（大栄環境グループ）

メッセンジャー
［週替わり］武川智美、川岸ゆか、梅山茜

上泉雄一のええなぁ！

モーニングマーケット

arigato@mbs1179.com

ai@mbs1179.com

kon@mbs1179.com

utanashi@mbs1179.com

575@mbs1179.com
しあわせの五・七・五
水野晶子、近藤勝重

今朝の新聞から
9時クイズ
ありがとう芸能情報
演歌天気予報
ファミリー劇場（月～木）
朝からようこそ（金）

（9時台）
（9時台）

それゆけ！ メッセンジャー

上野誠、上田悦子

スズキ・ハッピーモーニング
　羽田美智子のいってらっしゃい
ツッコミ・ニュースランキング
深掘ツッコミ解説
ええなぁ日替わりニュースメニュー
快適生活ラジオショッピング

（丸山工務店）
（ホソカワミクロン）
（ライオンケミカル）

（日本直販）

日替わりコーナー①
男と女の愛LINE
日替わりコーナー②
昼はランラン 愛ランチ
ラジオショッピング

松井愛のすこ～し愛して♡

ありがとう浜村淳です ありがとう浜村淳です土

こんちわコンちゃん
お昼ですよ！

松井愛
（月）桂南光、中西正男  （火）浅越ゴエ、週替わり吉本新喜劇座員
（水）シャンプーハット、山崎香佳  （木）令和喜多みな実河野、爛々
（金）週替わりゲストパートナー、亀井希生、彩羽真矢

歌のない歌謡曲

小倉・IMALUの〇〇玉手箱

まいどあり～。
Buy Now

サンデーライブ
ゴエでSHOW!

TOROMI RADIO

～MBS茶屋町ゴルフ倶楽部～
Sunday Morning shot！

明石家さんまの
MBSヤングタウン

西村江太郎

笑福亭鶴瓶の
MBSヤングタウン

亀井希生、森田まりこ（吉本新喜劇）

（7時台）

かめばかむほど
亀井希生です！

豊永真琴
  MBSプロ野球
  実況アナウンサー
森本栄浩、近藤亨、
井上雅雄、金山泉、
三ツ廣政輝、川地洋平 ほか

本郷義浩、山崎香佳、中野広大、前田春香

（①14時台・②16時台）
（①14時台・②15時台・③16時台・④17時台）

（①14時台・②15時台・③17時台）

mpark@mbs1179.com

豊永真琴の
MBSミュージックパーク

30

40

9:20～9:50　～新たな発見を綴る～ 旅ノオト
8:55～

uwa@mbs1179.com

30

yando@mbs1179.com
yantan@mbs1179.com

utagoyomi@mbs1179.com

fufu@mbs1179.com

obachan@mbs1179.com

kodomo@mbs1179.com

nmb@mbs1179.com

hi@mbs1179.com

イマドキッキャンパスナイト
チュートリアル徳井義実、レイクレてっちゃん

ますます！ハイヒール
ハイヒール、亀井希生

yarudo@mbs1179.com

20

45

30
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45
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30

30
30

45

40

55

45

30

30

30

NMB48のTEPPENラジオ
yell@tbs.co.jp

MBSニュース
MON - FRI SAT

ボートレース住之江ガイド ・ 地震防災メモ / 気象一口メモ
ウィークエンドネットワーク

ボートレース住之江ガイド ・ 地震防災メモ / 気象一口メモ

ばんぱく宣言われら２１世紀少年団

野村啓司、中倉真梨子野嶋紗己子 （霊友会）人生という宝物

15
20

50

上野誠の万葉歌ごよみ

原田伸郎、遠藤のぶこ
のぶりんのあつあつふうふう

心のともしび

となりの弁さん （大阪弁護士会）

（創価学会）

明日へのエール～ことばにのせて～

堀内孝雄、谷村新司、矢沢透

（１万年堂出版）

（各社）

地方創生プログラム
ONE-J

イマドキショッピング

Mラジ Music Treasures

心のともしび
ENEOSプレゼンツあさナビ

15

ima3@mbs1179.com
ima2@mbs1179.com
ima1@mbs1179.com

jd@mbs1179.com

松原タニシの恐味津々

チュート徳井・レイクレてっちゃんの
A Music Chance

（アミューズ）

gochaten@mbs1179.com

6時
8時  （料亭 天繁）
9時 
10時 （料亭 天繁）
11時 
12時 
15時
16時
17時
18-22時

SUN
6時 
8時 
12時 
13時
14時 
17時
19-22時

MBS交通情報
SAT

6時 
7時 （木村衛生）（関西広告社）
11時 
12時 
13時 （救心製薬）
14時 
15時 
17時 （いすゞ 自動車近畿）

7時 
8時 
9時 
11時 
12時 
15時
16時
17時 

SUN

（①6時台・②7時台）

（①10時台・②11時台）
（11時台）

（①12時台・②13時台・③14時台）
（14時台）

09

45
43

30

45

45

西村愛
ネットワーク１・１７ （タカセ不動産）

（デンタルプロ）
（ダイバ設計）

（ジャパンクリエイト）（さくら）
（タカラスタンダード）

bp@mbs1179.com

50
45

15

（日本中央競馬会）（ケイバブック）

[コメンテーター]
佐藤哲三（元ＪＲＡ騎手）
[進行・実況アナウンサー]
来栖正之、三宅秀一郎、中西則善、中野広大
[アシスタント] 奥村麻衣子
[解説]
青木行雄、石井健太郎
丹羽嵩彰、西村敬（競馬ブック）

（①13時台・②14時台） （13時台）

keiba@mbs1179.com

GOGO
競馬サンデー！

浅越ゴエ（ザ・プラン9）、豊島美雪
はっぴちゃん、翠星チークダンス

本仮屋ユイカ、斉藤慎二

ゴチャ・まぜっ天国！
大久保佳代子(オアシズ)、武井壮、土生瑞穂（櫻坂46） ほか

yankin@mbs1179.com

アキナの
週刊ヤングフライデー

アリスの
MBSヤングタウン

（イマグリアル）

（青山メインランド）

池内ヨシカツ our sound

30

（各社）

（JR西日本）

（くら寿司）（アクシアロジ）（アミューズ）（AKRacing）

（大和リース）

（ワンカップ大関）（ECC）（キッチン泡ハイター）

（キコーナ）

イマドキッドゥフドゥフ90分

（代々木アニメーション学院）（ビーマップ）
（イマグリアル）

安部若菜

30

mt@mbs1179.com

Mラジ Music TreasuresMタウン

キム・ランヒ、桂春團治、シゲ高木
ランヒと春團治と（シゲ）の今宵も陽気な歌酒場

［週替わり出演］
ベリグMOCAの永遠正月ラジオ
石井琢磨のたくま式ラジオ
ユニコーンてっしー・かわにし ラジオ幸せ
DA PUMP YORIの晴ればれラジオ
青春BASEMENT

メゾン・ド・ミュージック

１万年堂出版の時間

アキナ
［4～6月パートナー］
asmi

https://www.mbs1179.com/
検  索MBSラジオ MBSラジオ公式Facebook

www.facebook.com/mbs1179

アッパレやってまーす！
～土曜日です～

１週目: moca@mbs1179.com
２週目: takuma@mbs1179.com
３週目: tkshiawase@mbs1179.com
４週目: yori@mbs1179.com
５週目: mm@mbs1179.com

★メゾン・ド・ミュージック
akarui@mbs1179.com

★日本一明るい経済電波新聞

takaramono@mbs1179.com
★人生という宝物

bunshi@mbs1179.com
★桂文枝の茶屋町ホテル

chance@mbs1179.com 

★チュート徳井・レイクレてっちゃんの
　A Music Chance

lek@mbs1179.com
★小籔・笑い飯の土020

メールアドレス

こども音楽コンクール

（エースコック）（イースト駅前クリニック）（ワンカップ大関）（アミューズ）

MBSラジオ公式Twitter
@1179mbs

6時 （愛眼）
7時 （愛眼）
9時 
10時 （ファイブ•イー•ライフ）
11時 （日本セーフティー）
12時 火・木（鶴橋風月）
13時 
14時 （総本家駿河屋善右衛門）
15時 
17時 
19-22時 

MON - FRI

今旬！いいもの百貨店

大阪弁護士会所属弁護士、西村麻子（MBSアナウンサー）

（さくら）（レジステイ）

三ツ廣政輝、野嶋紗己子、川地洋平
大村浩士、海渡未来

MBSアナウンサー

N 交

N 天 交

（①15時台・②17時台）N （16時台）天交

N

天

交

天

N

天

N 交

N 天

N

天

交

交

N 天 交

N

天

天

天

交

N

（池田泉州銀行）日本一明るい経済電波新聞
近藤光史、青柳万美、渡辺裕薫

竹原信夫(　　  )、松川浩子

日曜コンちゃんおはようさん
sunkon@mbs1179.com

117@mbs1179.com

30
天

天N

天N

交

交

交

N

交

天 交

（各社）
（各社）

@oursound_mbs

DJ KO-TAROの+musicレディオ
DJ KO-TARO、山崎香佳（MBSアナウンサー）

dj@mbs1179.com

dooon@mbs1179.com

@DJmusic1179

オレたちゴチャ・まぜっ！
～集まれヤンヤン～
有野晋哉（よゐこ）
井戸田潤（スピードワゴン）
田村亮（ロンドンブーツ1号2号）
村上健志（フルーツポンチ）
須田亜香里
ヤンヤンガールズ

Aぇ！ group Aマッソオーイシマサヨシ

大山慎介のみんなの北海道2100

30

ノッペルガードーン

JOOR - 5 0 kW  AM 1 1 7 9 k H z

7 kW  FM 9 0．6MH z J：COMテレビの
データ放送で聴く

パソコン、スマホで聴くならこちら！

松原タニシ

西乃風ブラン堂ラジオ
植村あかり、川村文乃、三ツ廣政輝

（Radiotalk）
@moguradi_staff

なにわもぐもぐラジオ
植田圭輔、高本学

ノッペルガードーン（のんぺ、ドーン北島）、竹村美緒

今旬！いいもの百貨店

（Ｎｉｓｓｈｏ）

（大阪ガス）

マンデースペシャル
  1日 19:00～ 桂文枝の茶屋町ホテル
 20:00～ 厳選！月イチジャーナル
  8日 19:00～ 石井亮次と福島暢啓の
  フダンギダンギ(2H)
15日 19:00～ クリス松村のザ・ヒットスタジオ
 20:00～ 野村啓司の懐メロ♪ジュークボックス
22日 19:00～ 阪田マリンのヒットナイトスタジオ
 20:00～ ネオジジラジオ
29日 19:00～ シャンプーハットのありがとう浜村淳です
 20:00～ 小籔・笑い飯の土020

@uwa1179

@ai1179 #ai1179

@arigato906 #ありがとう浜村淳です

@konchan1179 #コンちゃん観察日記

#ミュートレ

@arigato906 #ありがとう浜村淳です

@akaruiMBS1179

@net117mbs

@onej_sunday #onej

#TOROMI

#MBSミュージックパーク

#yando

#ええなぁ

@kin_iinjyanai

kame@mbs1179.com #かめかむ

#それゆけメッセンジャー

goe@mbs1179.com
#サンデーライブゴエでshow

@cyk1179
@mbspara

@pm1179mbs

@mbs_kodomo

#福金

Mタウン

7時 
8時 
9時 
11時 
13時 （スーパードーム） 
14時 （スーパードーム）
17時 

人口 21,700,000人
自動車台数 10,500,000台
世帯数   9,232,000世帯

上記の人口、世帯数はメインエリア（ごく良好に
聴取できる5mv圏）内のもので、サービスエリア
（法定電界強度0.25mv圏）内では約2,593万
人、1095万世帯になります。

放送エリア内データ

※AM放送のエリアです

反田恭平Growing Sonority
（岩谷産業）（学校法人常翔学園）（パナソニックホームズ）

（関西不動産情報センター）

反田恭平

村瀬哲史とKRIC！不動産の時間。

コトノハ
#ばんぱく宣言

#ヤン月

若月佑美と工藤遥の
MBSヤングタウン
若月佑美、工藤遥

ごぶごぶラジオ
浜田雅功（ダウンタウン）
井本貴史（ライセンス）
平井俊輔（どりあんず）、堤太輝（どりあんず）

ym@mbs1179.com

massmaru@mbs1179.com

（ドルフィンギターズ）（GREVEN GUITARS JAPAN）
（KORG）     　　　　　　　　　　　　　　　　

エビ中☆なんやねん
私立恵比寿中学、オズワルド、なすなかにし

ebi@mbs1179.com #エビ中なんやねん

増田貴久（NEWS）、中丸雄一（KAT-TUN）
宮島咲良濱口優（よゐこ）、堀未央奈、 ぼる塾、尼神インター、

樋口日奈、TETSUYA（L'Arc～en～Ciel）、
コロコロチキチキペッパーズ、吉田仁人（M!LK）ほか

増田貴久・中丸雄一のますまるらじお
#ますまるらじお

#メゾンドミュージック

@AMusicChance1

#ゴチャ15

#アッパレ土

#ヤンフラ

#押し弾き

#ごぶごぶラジオ

#TEPPENラジオ

yarusui@mbs1179.com yarumoku@mbs1179.com
（キコーナ）

アッパレ
やってまーす！

アッパレ
やってまーす！

アッパレ
やってまーす！

ミューミュー（女性AI）
トレトレ（男性AI）

#イマ1
#イマ2
#イマ3

ys@mbs1179.comyk@mbs1179.com aa@mbs1179.comyg@mbs1179.com

@mbsrmtown #Mタウン
mt@mbs1179.com

＃オーイシヤンタン #Aぇヤンタン ＃Aマッソヤンタン

#アッパレ水 #やる木

#ヤン日

#恐味津々

福山雅治、荘口彰久

福山雅治と荘口彰久の
地底人ラジオ

日本一明るい
経済新聞編集長

（ENEOS）
（カトリック教会）

ta@mbs1179.com@itemae1179 #ええかげん
#スカタンラジオ

#youこれ
#cyk1179

森たけしの
スカタンラジオ
森たけし
斉藤雪乃

cyk@mbs1179.com

茶屋町
ヤマヒロ会議
山本浩之
山本量子、わに

福島暢啓、関岡香 ほか

福島のぶひろの、
金曜でいいんじゃない？

気になったニュース会議
みんなの会議室
ラジオショッピング（15時台）
ラジオショッピング（16時台）
ポチっとMini枠

（西垣靴下）

（はぴねすくらぶ）
（日本直販）

欲望ニュース
欲望ランキング
私が当選した暁には・・・
ラジオショッピング（15時台）
ラジオショッピング（16時台）
ポチっとMini枠

（スーパーコスモグループ）（西垣靴下）

（赤垣屋）
（はぴねすくらぶ）

（日本直販）

スポーツスカタン！
今週のスカタン
ラジオショッピング（15時台）
ラジオショッピング（16時台）
ポチっとMini枠

（西垣靴下）

（はぴねすくらぶ）
（日本直販）

週刊いてまえニュース！！
おたよりええかげんにせぇ
イッツ・ア・スポーツワールド！
ラジオショッピング（15時台）
ラジオショッピング（16時台）
ポチっとMini枠

（西垣靴下）
（CarStudio5）

（はぴねすくらぶ）
（日本直販）

夕方もポチっとMラジ

西田愛、上西怜（NMB48） ほか

itemae@mbs1179.com

金村義明の
ええかげんにせぇ～！
金村義明、福良美恵、井上雅雄

para@mbs1179.com

メッセンジャーあいはらの
Youはこれから！
メッセンジャーあいはら
武川智美、週替わり芸人

関宏美のラジオ♬ベジタ
関宏美、榛葉健、藤林温子

オーイシマサヨシの
MBSヤングタウン

関西ジャニーズJr. Aぇ！ groupの
MBSヤングタウン

Aマッソの
MBSヤングタウン

押尾コータロー、南かおり
押尾コータローの押しても弾いても

oshio@mbs1179.com

naoto@mbs1179.com（和田興産）
NAOTOの月イチな音
※毎月1回放送　今月は15（月）

#月イチな音

yarugetsu@mbs1179.com

アッパレやってまーす！

#アッパレ月

173@mbs1179.com
伊波杏樹
アッパレ伊波！ １名様やってまーす

クロちゃん（安田大サーカス）、坪倉由幸（我が家）、
二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、岩崎諒太、
坂ノ上茜、矢吹奈子

#アッパレ173
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N 天55

（アミューズ）

yama@mbs1179.com

ヤマヒロの
ぴかいちラジオ
山本浩之、すっちー、古川圭子

#yama1179

すっちー、［ゲスト］吉本新喜劇座員敦士、袴田彩会

オレたちゴチャ・まぜっ！
～集まれヤンヤンボーイズ 立志篇～

boy@mbs1179.com
すっちーのよしもと新喜劇陳情課

（小説家になろう）40
寺島惇太と徳井青空の小説家になろうnavi
 -3rd book- N#なろうmbs

Mラジ Music Box

（SUZUKI）

（愛眼）
（快適生活）

お天気のお知らせ
MON - FRI SAT

6時 （タカセ不動産）
7時 （新名工務店）
9時 
11時 （タカセ不動産）
14時 （牧主都市開発）
16時 火～金（タカセ不動産）
19-22時 

6時 
8時 
9時 
10時 
11時 
12時 
14時
16時
18-22時

SUN
6時 
10時 
12時 
13時
17時 
19-22時

天

N 天

（アミューズ）（ユーエン）（大関化学工業）（MORE都市開発）（エースコック）
（延田グループ）（センチュリー２１）（ECC）（さくら）（MS-NEXT）（加藤産業）
（ヤナセ）（ホソカワミクロン）（大宝建設）（百千兆）（花山温泉）（カネヨシ）
（モリタスポーツ）（淡路日の出農業協同組合）（ホテルニューアワジ）
（琴平グランドホテル）（兵庫県土建一般労働組合）（ボートレース住之江）
（サンリミックス）（大遊協）（藤田食品）（福屋不動産販売）（大和リース）
（TC神鋼不動産）（スーパーコスモグループ）（スポーツニッポン新聞社）
（キコーナ）（ＮＥＣ）（上新電機）（グリーン司法書士法人）（第一三共ヘルスケア）
（霊友会）（リンガーハット）（さくらタクシー）（アクシアロジ）（鶴橋風月）
（アサヒペン）（JAあわじ島）

タイガース全力応援宣言ＭＢＳベースボールパーク

［実況アナウンサー］馬野雅行、近藤亨、井上雅雄、金山泉、三ツ廣政輝、川地洋平、大村浩士

［MBSラジオプロ野球解説者］

太田幸司 亀山つとむ金村義明 狩野恵輔藪恵壹

［準解説者］

掛布雅之 福留孝介鳥谷敬 金村暁能見篤史

［アシスタント］

（火・水）
藤林温子

（木・金）
河谷麻瑚

（土・日・月）
豊永真琴

park@mbs1179.com #BBP1179

MBSベースボールパークEXトラ！
55

N 天55

park@mbs1179.com #BBP1179

59
村瀬哲史

5954
Mラジこどもスマイル森たけしのスカタンラジオ メッセンジャーあいはらのYouはこれから！ 茶屋町ヤマヒロ会議

13（土）19:00～
ナジャ・グランディーバの
レツゴーサタデー
21（日）18:00～
夕凪カベポスター
21（日）20:00～
バッテリィズの
MBSヤングタウンNEXT
28（日）20:00～
kento fukayaの冴えない青春

yaruka@mbs1179.com

くっきー！（野性爆弾）
小栗有以（AKB48）
ハリウッドザコシショウ、みなみかわ、若井友希
令和ロマン／９番街レトロ

#アッパレ火

ケンドーコバヤシ
アンガールズ
村山彩希 (AKB48)、沢口愛華

極楽とんぼ
小峠英二（バイきんぐ）／小沢一敬(スピードワゴン)
河合郁人（A.B.C-Z）
大谷映美里(=Love)、池田裕子

城島茂（TOKIO）
齊藤京子(日向坂46)、鳥居みゆき
鈴木拓（ドランクドラゴン)、鈴木美羽
さらば青春の光（休演）

特別番組


