
NO 番組名 リンク先 パーソナリティ 男性 女性 放送局

11 あざらしラジオ https://www.onsen.ag/program/azarashi-soft 風音、秋野花 〇 音泉
17 アニメ「ULTRAMAN」ULTRADIO https://www.onsen.ag/program/ultraman 木村良平、潘めぐみ 〇 〇 音泉
29 イザークの種になる話 https://www.onsen.ag/program/yzak_radio 関智一 〇 音泉
34 石谷春貴、ラジオで磨く。 https://www.onsen.ag/program/ishimigaki 石谷春貴 〇 音泉
35 異世界迷宮でラジオを https://www.onsen.ag/program/isekaiharem 三上枝織 〇 音泉
37 伊東健人・木島隆一の2人カラオケ https://www.onsen.ag/program/hutakara 伊東健人、木島隆一 〇 音泉
40 イヤホンズの三平方の定理 https://www.onsen.ag/program/omimi 高野麻里佳、高橋李依、長久友紀 〇 音泉

47
宇崎ちゃんは遊びたい！『SUGOI RADIO ω(だぶる)』 ～先輩がどーしてもって言うなら今回も一緒に
喋ってあげるッス！～

https://www.onsen.ag/program/uzakichan 大空直美、赤羽根健治 〇 〇 音泉

48 内田彩の今夜一献傾けて https://www.onsen.ag/program/aya-uchida 内田彩 〇 音泉
65 HELIOS Rising Heroes ラジオ マンデーナイトヒーロー https://www.onsen.ag/program/mnh ランズベリー・アーサー、中島ヨシキ 〇 音泉
66 縁うたわれるものらじお https://www.onsen.ag/program/utaware 利根健太朗、赤﨑千夏 〇 〇 音泉
69 オーバーロードIV～アインズ・ウール・ゴウン魔導国　戦略会議～ https://www.onsen.ag/program/overlord4 日野聡、真木駿一 〇 音泉
71 大原さやか朗読ラジオ　月の音色～radio for your pleasure tomorrow～ https://www.onsen.ag/program/tsukinone 大原さやか 〇 音泉
73 ODDTAXI RADIO～今いい感じなんです～ https://www.onsen.ag/program/oddtaxi 伊藤裕史、平賀大介 〇 音泉
74 乙女ゲー世界はMCに厳しいラジオです https://www.onsen.ag/program/mobseka 大塚剛央、市ノ瀬加那 〇 〇 音泉
77 ガールズ&パンツァーRADIO　10th anniversary　大洗女子学園　校内放送 https://www.onsen.ag/program/garupan 渕上舞、茅野愛衣、中上育実 〇 音泉
78 骸骨騎士様、只今ラジオへお出掛け中 https://www.onsen.ag/program/gaikotsukishi 前野智昭、稗田寧々 〇 〇 音泉
79 かかずゆみの超輝け！やまと魂！！ https://www.onsen.ag/program/kakazu かかずゆみ 〇 音泉
81 各駅停車　豊永利行き https://www.onsen.ag/program/toshiyuki 豊永利行 〇 音泉
85 風音と桜川未央と桃井いちごの女子会ノリでラジオがしたい！ https://www.onsen.ag/program/gashitai 風音、桜川未央、桃井いちご 〇 音泉
86 笠間淳・梶原岳人のふらっと紀行！ ～…え？スタジオからは出られないんですか？～ https://www.onsen.ag/program/frasta 笠間淳、梶原岳人 〇 音泉
87 名塚佳織のかもさん學園 https://www.onsen.ag/program/kamo 名塚佳織 〇 音泉
88 カッコウのラジオ(生) https://www.onsen.ag/program/cuckoos 鬼頭明里、小原好美、東山奈央 〇 音泉
90 株式会社サラひまり https://www.onsen.ag/program/sarahimari 歩サラ、餅月ひまり 〇 音泉
97 機動戦士ガンダム 水星の魔女～アスティカシア高等専門学園 ラジオ委員会～ https://www.onsen.ag/program/g-witch 市ノ瀬加那、Lynn 〇 音泉
99 木村良平の感度は良好！ https://www.onsen.ag/program/kanryo 木村良平 〇 音泉
102 楠木ともりのともりるきゃんどる https://www.onsen.ag/program/tomoradi 楠木ともり 〇 音泉
104 くまがみ珈琲店～プレミアムブレンド～後半 https://www.onsen.ag/program/kumagami 野上翔、熊谷健太郎 〇 音泉
112 高野麻里佳のスーパーマリカクラブ https://www.onsen.ag/program/marika 高野麻里佳 〇 音泉
115 コードギアス Genesic Re;CODE「ギアジェネらじお」 https://www.onsen.ag/program/geass-gr 堀江瞬、高田憂希、花守ゆみり 〇 〇 音泉
116 告RADIO https://www.onsen.ag/program/kokuradio 古賀葵、小原好美 〇 音泉
128 佐藤日向・小泉萌香のバトってダイナソー☆ https://www.onsen.ag/program/battle 佐藤日向、小泉萌香 〇 音泉
130 さやとみはるのさんかくカンケイ https://www.onsen.ag/program/sankaku 会沢紗弥、花井美春 〇 音泉
135 G123ラジオ 3・2・1 GO! - 藤田茜 〇 音泉
137 失格紋の最強RADIO https://www.onsen.ag/program/shikkakumon 玉城仁菜、鈴代紗弓、白石晴香、井澤詩織 〇 音泉
138 6-シックス-のゲラゲラジオ https://www.onsen.ag/program/gugl 阿座上洋平、熊谷健太郎 〇 音泉
143 処刑RADIO ～処刑少女の語る道（ラジオロード）～ https://www.onsen.ag/program/syokei 佐伯伊織、佳原萌枝 〇 音泉
144 「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」オラオラジオＳ https://www.onsen.ag/program/jojo ファイルーズあい 〇 音泉
146 進撃の巨人ラジオ ～梶と下野の進め！電波兵団～ https://www.onsen.ag/program/shingeki 梶裕貴、下野紘 〇 音泉
148 真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフラジオすることにしました https://www.onsen.ag/program/nakama 鈴木崚汰、高尾奏音 〇 〇 音泉
149 杉田智和と後藤邑子の引き籠もりヒーローラジオ https://www.onsen.ag/program/hikikomori 杉田智和、後藤邑子 〇 〇 音泉
152 鈴木愛奈のring A radio https://www.onsen.ag/program/aina 鈴木愛奈 〇 音泉
157 スローループのらじおるーぷ https://www.onsen.ag/program/slowloop 久住琳、日岡なつみ、嶺内ともみ 〇 音泉

159 声優が語る怖い話　お告げ -
岡本信彦、石川界人、神尾晋一郎、斉藤壮馬、佐
藤元

〇 音泉

161 セガプラザ通信 https://www.onsen.ag/program/sega_girls 代永翼、白井悠介 〇 音泉
164 セレプロ☆ラジオ～Please listen to me!～ https://www.onsen.ag/program/pjselection 矢野妃菜喜、水野朔 〇 音泉
165 その着せ替え人形(ビスク・ドール)はラジオする https://www.onsen.ag/program/kiseraji 直田姫奈、石毛翔弥 〇 〇 音泉
166 SORASARAニュースタイム https://www.onsen.ag/program/sorasara 遥そら、歩サラ 〇 音泉
167 其れ、則ちラジオ。～しーずん2～ https://www.onsen.ag/program/soreradi 植田ひかる、春木めぐみ 〇 音泉
168 大正オトメ御伽ラヂオ https://www.onsen.ag/program/taisho-otome 小林裕介、会沢紗弥 〇 〇 音泉
169 高尾奏音の「かのんソナタ～第一楽章～」 https://www.onsen.ag/program/kanonsonata 高尾奏音 〇 音泉
171 高橋李依・上田麗奈 仕事で会えないからラジオはじめました。 https://www.onsen.ag/program/shigohaji 高橋李依、上田麗奈 〇 音泉
172 takt op.Destiny　～シンフォニカ ラジオ支部～ https://www.onsen.ag/program/takt-op 若山詩音、本渡楓 〇 音泉
182 民安ともえと青葉りんごと若木萌の神プロRADIO https://www.onsen.ag/program/kamihime 民安ともえ、青葉りんご、若木萌 〇 音泉
185 男子禁制！？くノ一ラジオの胸の内 https://www.onsen.ag/program/kunoichi-tsubaki 夏吉ゆうこ、根本京里、鈴代紗弓 〇 音泉
186 探偵と助手の【たんもしRADIO】 https://www.onsen.ag/program/tanmoshi 長井新、宮下早紀 〇 〇 音泉
187 チェンクロ公式WEBラジオ「ちぇんらじ」 https://www.onsen.ag/program/cr 緑川光、今井麻美、内田彩、高木友梨香 〇 〇 音泉
194 月とライカと吸血姫 ～アーニャ・シモニャン・ラジオニャン！～ https://www.onsen.ag/program/radionyan 木野日菜 〇 音泉
195 「つり球ラジオ 好き勝手トーキング！」10周年記念特番 https://www.onsen.ag/program/tsuritama 逢坂良太、入野自由 〇 音泉
196 Deep Insanity　Antarctica Front　Radio https://www.onsen.ag/program/deepinsanity 本渡楓、富田美憂 〇 音泉
200 TVアニメ『阿波連さんははかれない』はかれないラジオ https://www.onsen.ag/program/aharen 水瀬いのり、寺島拓篤 〇 〇 音泉
202 TVアニメ『群青のファンファーレ』優＆駿ラジオ https://www.onsen.ag/program/fanfare 矢野奨吾、土屋神葉 〇 〇 音泉
203 TVアニメ「トニカクカワイイ」司と星空のカワイイ＆尊い新婚ラジオ略してトニラジ！ https://www.onsen.ag/program/tonikawa 鬼頭明里、榎木淳弥 〇 音泉
205 天才王子の赤字国家再生術　～そうだ、ラジオしよう～ https://www.onsen.ag/program/tensaiouji 斉藤壮馬、高橋李依 〇 〇 音泉
206 転生したら剣でした　師匠、一緒にラジオする https://www.onsen.ag/program/tenken 三木眞一郎、加隈亜衣 〇 〇 音泉
208 Do It Your Radio!! https://www.onsen.ag/program/diy-anime 稲垣好 〇 音泉
210 東京24区　未来を選択するラジオ https://www.onsen.ag/program/tokyo24 石見舞菜香 〇 音泉
221 NACHERRYのChat Time ～フタつぶ https://www.onsen.ag/program/nacherry 村上奈津実、田中ちえ美 〇 音泉
222 なっちゃん・あやさち・ゆめちゃん　最近、好きになりました https://www.onsen.ag/program/saisuki 村上奈津実、伊藤彩沙、宮本侑芽 〇 音泉
224 南條愛乃・エオルゼアより愛をこめて https://hibiki-radio.jp/description/ff/detail 南條愛乃 〇 響・音泉
230 のむこがみなみ https://www.onsen.ag/program/nkm 野村香菜子、古賀葵、南早紀 〇 音泉
234 BAKUMATSU「イキザマラジオ！」 https://www.onsen.ag/program/bakumatsu 染谷俊之、代永翼 〇 音泉
235 ハコヅメ〜交番女子の逆襲〜 https://www.onsen.ag/program/hakozume 若山詩音、石川由依 〇 音泉
239 花とゆめ　男子会!?らじお https://www.onsen.ag/program/hanayume 下野紘、島﨑信長 〇 音泉
240 葉山翔太・榊原優希の Make it！フクリエイト https://www.onsen.ag/program/fucreate 葉山翔太、榊原優希 〇 音泉
241 速水奨 聖なる夜の「君みみ」ラジオ https://www.onsen.ag/program/kimimimi 速水奨 〇 音泉
242 薔薇王の葬列Radio〜リチャードの部屋〜 https://www.onsen.ag/program/baraou 斎賀みつき 〇 音泉
249 稗田寧々 鈴代紗弓のコーラルマイク https://www.onsen.ag/program/coral 稗田寧々、鈴代紗弓 〇 音泉
257 ビルディバイド -#Radio- https://www.onsen.ag/program/build 上村祐翔、渡部紗弓、古賀葵、芹澤優 〇 〇 音泉
258 広瀬裕也と宮本侑芽のとりあえずRADIO https://www.onsen.ag/program/toriradi 広瀬裕也、宮本侑芽 〇 〇 音泉
259 ファイルーズあいの“愛”・ルーズ・Fight！ https://www.onsen.ag/program/ai ファイルーズあい 〇 音泉
263 福山蒼井 https://www.onsen.ag/program/fukuaoi 福山潤、蒼井翔太 〇 音泉
264 藤田茜シーズン2 https://www.onsen.ag/program/fujita 藤田茜 〇 音泉
265 渕上舞と渕上舞の“舞 ネーム イズ 渕上！” https://www.onsen.ag/program/fuchigami_mai 渕上舞、渕上舞 〇 音泉
266 普通にラジオをお届けしたいラフタリアとフィーロ https://www.onsen.ag/program/tate 瀬戸麻沙美、日高里菜 〇 音泉
267 復活！PSYCHO-PASSラジオ 公安局刑事課24時 https://www.onsen.ag/program/pp24 関智一、野島健児 〇 音泉
272 僕のヒーローアカデミア　ラジオ　オールマイトニッポン/僕のヴィランアカデミア　ラジオ　ヴィランびいき https://www.onsen.ag/program/heroaca_amn 山下大輝、岡本信彦、内山昂輝、下野紘 〇 音泉
275 ぼっち・ざ・らじお！ https://www.onsen.ag/program/bocchi-radio 青山吉能、鈴代紗弓、水野朔、長谷川育美 〇 音泉
279 まいことゆうこの　ラジオK-production！ https://www.onsen.ag/program/k-pro 野村麻衣子、夏吉ゆうこ 〇 音泉

281 松岡ハンバーグ https://www.onsen.ag/program/matuokasan
松岡禎丞、天﨑滉平、岡咲美保、佐藤元、村井美
里、秋葉佑、山根雅史

〇 〇 音泉

284 魔法使いと７つの扉 https://www.onsen.ag/program/maho7 Ayumi. 〇 音泉
285 魔法使いの約束ラジオ ～こちら魔法舎談話室～ https://www.onsen.ag/program/mahoyaku 伊東健人、帆世雄一 〇 音泉
292 三木眞一郎の三木印 https://www.onsen.ag/program/mikizirushi 三木眞一郎 〇 音泉
295 峯田大夢・浦和希　“焔え天がれ　魔王の黙示録” https://www.onsen.ag/program/minetaura 峯田大夢、浦和希 〇 音泉
296 耳かきマッドサイエンティスト伊ヶ崎がダミヘで世界征服を目論むラジオ https://www.onsen.ag/program/mimikaki 伊ヶ崎綾香 〇 音泉
301 メイプルとサリーの防御特化とインターネットラジオ～メイド イン【楓の木】～ https://www.onsen.ag/program/bofuri 本渡楓、野口瑠璃子 〇 音泉
302 MoeMiののんびりプティフール https://www.onsen.ag/program/nonpetit MoeMi 〇 音泉
315 勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女とラジオで出会う https://www.onsen.ag/program/beasttamer 千葉翔也、和氣あず未、大久保瑠美 〇 〇 音泉
316 勇者、辞めます　ラジオ、始めます https://www.onsen.ag/program/yuuyame 小野賢章、本渡楓 〇 〇 音泉
317 ゆうときょうかの「あつまれ！ささもり！」 https://www.onsen.ag/program/sasamori 篠原侑、守屋亨香 〇 音泉
318 友梨・花凜・李央のらじおぽんぽこぽん https://www.onsen.ag/program/pon 駒形友梨、礒部花凜、土屋李央 〇 音泉
319 吉岡茉祐と山下七海の ことだま☆パンケーキ https://www.onsen.ag/program/kotopan 吉岡茉祐、山下七海 〇 音泉
320 弱虫ペダル LIMIT BREAKレディオ https://www.onsen.ag/program/yp_lb 山下大輝、代永翼 〇 音泉
323 ラジオインアビス～成れ果て村滞在記～ https://www.onsen.ag/program/miabyss 富田美憂、伊瀬茉莉也、井澤詩織、寺崎裕香 〇 音泉
331 ラジオでも陰の実力者になりたくて！ https://www.onsen.ag/program/shadow-garden 山下誠一郎 〇 音泉
337 ラジオ「結城友奈は勇者である 花結いのきらめき」勇者部活動報告 https://www.onsen.ag/program/yyyi 照井春佳 〇 音泉
338 ラジオRewriteかぎなど出張版！ https://www.onsen.ag/program/kaginado 森田成一、斎藤千和、すずきけいこ、櫻井浩美 〇 〇 音泉
339 らじキャン△～ゆるキャン△情報局～ https://www.onsen.ag/program/yurucamp 花守ゆみり 〇 音泉
340 ラブライブ！サンシャイン!! Aqours浦の星女学院RADIO!!! https://hibiki-radio.jp/description/llss/detail Aqours 〇 響、音泉

344 ルミナスウィッチーズラジオ【TALK ON】 https://www.onsen.ag/program/luminous
鳴海まい、細川美菜子、藍本あみ、真宮涼、都月
彩楓 、古仲可奈、結木美咲、吉北梨乃、豆咲りお

〇 音泉

347 『恋愛フロップス』ラジオ おいでよ！あさひんち https://www.onsen.ag/program/loveflops 逢坂良太、伊藤美来、高野麻里佳 〇 〇 音泉
354 私に天使が舞い降りた！プレシャス・フレンズ プレシャス・デリシャス・ハッピーラジオ！ https://www.onsen.ag/program/wataten 指出毬亜 〇 音泉
356 私花。らじお！〜sprout〜 https://www.onsen.ag/program/watahana MoeMi 〇 音泉
357 咲う アルスノトリア すんっ！ 放課後お茶会Radio https://www.onsen.ag/program/arsnotoria-anime 久野美咲 〇 音泉


