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QUESTION 1

SHIMIZU ONSEN
powerd by NANMEGA!

質問

ANSWER
答え

FM OH!（FM大阪）と清水音泉が
タッグでお届けする爆裂ロックの祭典、爆ひな！

清水音泉“男湯”田口が語る「爆ひな20年の軌跡～爆ひな誕生物語～」

フラワーカンパニーズ / グレートマエカワ

フラワーカンパニーズ / ミスター小西

四星球 / モリス

キュウソネコカミ / ヨコタ シンノスケ

絵 / 岡崎体育

これまでの出演者

20年の節目に登場してくれた5組のアーティストに直筆でたっぷりと爆ひな愛？など語って頂きま
した。帰り道はこれを読んでライブの余韻に浸ってくださいね！それと3月6日(金)お昼12時から、
FM OH!（FM大阪）のなんMEGA!にて爆ひな'20の模様を振り返ります。ライブの感想など番組への
メッセージも待ってます！

なんばHatch周辺でおすすめスポット、
よく行く場所はありますか？

2009▶カジヒデキ/ bonobos / sister jet
2008▶SABOTEN / SNAIL RAMP / B-DASH /ヨーロッパ企画
2007▶ANATAKIKOU / 音速ライン/ the ARROWS
2006▶ジャパハリネット /ニューロティカ/宮城マリオ（エアギタリスト）
2005▶キャプテンストライダム/椿屋四重奏 /堂島孝平
2004▶POLYSICS / DOMINO88 / Sign
2003▶SCOOBIE DO / Hermann H. & The Pacemakers
　　　   THE JERRY LEE PHANTOM
2002▶THE COLLECTORS /フラワーカンパニーズ
　　　   YOGURT-pooh / ザ・スピンドルス
2001▶In the Soup / Clingon / Cellophane
　　　　DOG HAIR DRESSERS / PLAGUES

2019▶climbgrow / THE TOMBOYS / YAJICO GIRL
2018▶WOMCADOLE /グッバイフジヤマ / プププランド / Layne
2017▶セックスマシーン / モーモールルギャバン / 0.8秒と衝撃。
2016▶岡崎体育/クウチュウ戦 / セックスマシーン
　　　　ヤバイTシャツ屋さん
2015▶水曜日のカンパネラ/セックスマシーン/魔法少女になり隊
2014▶後藤まりこ/ひめキュンフルーツ缶/ふくろうず
2013▶キュウソネコカミ / PAN /ミソッカス
2012▶嘘つきバービー / 撃鉄 / 四星球
2011▶a flood of circle /キノコホテル / Dirty Old Men
2010▶ザ50回転ズ / SCANDAL /ミドリ

okazakitaiiku / KYUSONEKOKAMI
SU-XING-CYU / Flower Companyz
PSYCHIC WARRIOR DURIAN 

2001年3月3日心斎橋クラブクアトロからスタートした『爆ひな』。全ては、コンサートプロモーター1年目、「FM大阪にヤバイ人達が作るセンス抜群の音楽
番組があるから社会勉強して来なさい」という番台（上司）の指令から始まりました。半年間、週1回、研修として生放送に立ち合わせて頂くコトになり…
今思えばここが地獄の一丁目でした。DJさん・ディレクターさん・ADさん（3名とも女性）から「私達を『お姉たま』と呼んでください」との自己紹介があり、研修
を「監禁」と仰っていました。月末にはお姉たま方による「抱かれたいミュージシャングランプリ」の発表も。番組を取り纏めておられたの
が山本プロデューサー（男性）。誰に抱かれたいかを一緒に考え、ライブハウスではPASSを付けたまま踊り狂い、奇声を発し、「不審者が
います！」の報に駆けつけると山本さんだったコトもしばしば。このヤバイ方々、色々難はありますが、兎に角“耳が早い”んです。いい
バンド＆ミュージシャンを“見つける＆見抜く”センスが抜群でした。OA曲、出演ゲスト、行かれるライブ、全てが最高でした。監禁
生活から本業に戻り、山本塾で培った（失った）感覚と感性を頼りに立ち上げたイベントが今日の『爆ひな』であります。命名は
山本さん。ラジオから生まれたライブイベントです。（もし他番組で研修していたら毎年アリーナやドームで開催していました）

山本さん↓



QUESTION 2質問

QUESTION 3質問

ANSWER
答え

ANSWER
答え

四星球 / 北島康雄

四星球 / U太

四星球 / まさやん

フラワーカンパニーズ / 鈴木圭介

超能力戦士ドリアン / おーちくんフラワーカンパニーズ / ミスター小西

キュウソネコカミ / ソゴウ タイスケ岡崎体育

キュウソネコカミ / ヤマサキ セイヤ

絵 / フラワーカンパニーズ / 鈴木圭介

今までに、なんばHatchで見た印象的なライブ、
思い出深いライブとそのエピソードを教えてください。

「最近、■■で爆●●しました」
何で爆●●しましたか？



QUESTION 4質問

QUESTION 5質問

ANSWER
答え

QUESTION 6質問

フラワーカンパニーズ / 竹安堅一

ANSWER
答え

ANSWER
答え

フラワーカンパニーズ / 鈴木圭介 キュウソネコカミ / オカザワ カズマ

四星球 / まさやん / モリス / 北島康雄

岡崎体育

超能力戦士ドリアン / けつぷり
絵 / 超能力戦士ドリアン / やっさん

絵 / 四星球 / モリス

小腹が空いた時によく食べるもの、
手軽に作れる簡単レシピを教えてください。

清水音泉に向けて
何か伝えたいことはありますか？

あかりをつけましょアクトとして
初登場。意気込みをどうぞ！



毎週金曜お昼12時から
爆裂ロックでオンエア中！
みんな聞いてくださいね！

radikoで

すぐ聴けるで！

岡崎体育

岡崎体育の京の観察日記
KBS京都テレビ / 第2・4 土曜日
22:30-23:00 放送中！

ドラマホリック！
僕はどこから
テレビ大阪
毎週水曜日
深夜0:12～ 放送中！

TELEVISION INFORMATION

フラワーカンパニーズ

4月29日（水・祝） / OPEN 17:00 / START 17:30
メルパルクホール

LIVE INFORMATION

フラカン、二十代の記録
-Flower Companyz Twenties Records-
4月1日（水）発売 / 価格:¥6,500（税抜）¥7,150（税込）
仕様:Blu-ray2枚組

RELEASE INFORMATION

キュウソネコカミ

6月14日(日)
OPEN15:00 / START16:00
@インテックス大阪

10月29日（木）
OPEN18:00
START19:00
@Zepp Osaka Bayside

LIVE INFORMATION

四星球

6月21日（日）
OPEN 16:45 / START 17:30
なんばHatch

LIVE INFORMATION

名犬ニッパー・ドッグンロール
3月7日（土）発売
”ワン！ワン！価格”￥1,100（税込）

RELEASE INFORMATION

超能力戦士ドリアン

4月28日（火） 神戸太陽と虎
5月17日（日） 京都GROWLY
6月26日（金） 梅田クラブクアトロ

LIVE INFORMATION

2ndミニアルバム「ハンパねぇ名盤」
4月22日（水）発売

RELEASE INFORMATION

QUESTION 7質問

ANSWER
答え

岡崎体育

2016年の岡崎体育へ

2012年の四星球へ

2002年のフラワーカンパニーズへ

四星球 / モリス / U太 / 北島康雄

フラワーカンパニーズ / グレートマエカワフラワーカンパニーズ / 鈴木圭介

フラワーカンパニーズ / ミスター小西フラワーカンパニーズ / 竹安堅一

前回、爆ひなにご出演下さった
過去のご自身に一言！！


