元祖自前アーティスト！！何でも自分でこなす癒し系シンガーソングライター

さくまひでき プロフィール
【レギュラー番組】
★ＦＭ NACK5（関東全域）
日曜あさ９：４０～
「さくまひできのサンデー音楽工房」
★FM OH !（関西）
日曜２０：００～
「さくまひできのサクッと音楽」
★JAL 機内オーディオ
「人生たまたま・・・さいたまで」
国内線・国際線にて ON AIR（2016 夏）
★５年ぶりのアルバム「ますかっと」
全国 47 都道府県ライブ中
★17 年 3 月
「いばらキラキラ・・・茨城」発売
★17 年 9 月
「I Love You 愛してる」発売
★18 年 4 月
「さくまひでき BEST COLLECTION」発売

本名：佐久間英記
生年月日：1971 年 11 月 20 日
出身地：埼玉県鴻巣市

A型

趣味：温泉

年間約１００本のライブを自らブッキング、音響、運転で行う驚異のＤＩＹ精神の持ち主。
１５年の下積みを経て、０６年「ただ見つめてただけの初恋」でデビュー。
市のイメージソングや日本最大級のウォーキングイベントの歌など、数々のイメージソングを手が
ける。「どこで暮らしていても」（作詞：富澤一誠、作曲：岸田敏志、編曲：石川鷹彦）をリリースし、
ＮＨＫ第一ラジオにも出演。東日本大震災の被災者へ向けた応援メッセージソングはチャリティ
ＣＤで販売中。「木蘭の涙」をカバー、透き通る声が評判を呼ぶ。
２０１５年９月埼玉のご当時ソング決定版「人生たまたま・・・さいたまで」はＪＡＬの機内オーディオ
でも話題を呼んだ。２０１６年７月アルバム「ますかっと」発売し、３度目の全国４７都道府県キャン
ペーンを開催中。２０１７年３月茨城のご当地ソング「いばらキラキラ・・・茨城」を発売。更に幻の演
歌歌手のプロデュースも手がけている。現在ＦＭ ＮＡＣＫ５、FM OSAKA にてレギュラー番組を担
当。2018 年４月初のベストＣＤリリースし満員の渋谷でのコンサートで記念ライブを行う。

【起源】
小学６年の時に父のギターを弾き作詞作曲をする事から始まる
９７年、自ら立ち上げたレーベルから「愛を感じたい」をリリースし
全国６２８カ所の有線放送を車寝泊まりで１年でまわりきる。
【観光大使・宣伝大使】
●こうのす観光大使（埼玉県鴻巣市）
●加須観光大使（埼玉県加須市）
●世界キャラクターさみっと in 羽生宣伝大使（埼玉県羽生市イベント）
●東松山市應援團員（埼玉県東松山市）
【レギュラー番組】
●関東首都圏 FM NACK5 「さくまひできのサンデー音楽工房」（日曜あさ９：４０）
●関西圏内 FM OH ! 「さくまひできのサクッと音楽」（日曜よる８：００）
【テレビ】
●テレビ東京アニメ「セラフィムコール」のエンディング曲を３曲担当。
●ＮＨＫテレビ「首都圏ネットワーク」
ふるさと埼玉全市町村９０カ所ライブキャンペーンが取り上げられる。
●よみうりテレビ「みのもんたの秘密のケンミン Show」
宮崎名物「にくまきおにぎり」の歌「NIKUMAKI ロック」を歌って出演。
● 日本テレビ「今夜くらべてみました」
アロハガスのキャラクターの歌「パイプル君ロック」を歌って出演
●テレビ朝日「Ｍの黙示録」
「さよならも言えなくて」がピックアップ
●TOKYO MX テレビ「indies A GoGo」ゲスト出演
● テレ玉「ごごたま」ゲスト出演多数
● 愛媛朝日テレビ「L o v e C h u ! C h u ! 」ゲスト出演
● ニコニコ生放送に出演。「命～ 2 0 1 1 からのメッセージ」を熱唱。
他、多数。

【ラジオ】
≪レギュラー番組≫
●関東首都圏 FM NACK5 「さくまひできのサンデー音楽工房」（日曜あさ９：４０）
●関西圏内 FM OH ! 「さくまひできのサクッと音楽」（日曜よる８：００）
≪過去のレギュラー出演番組≫
●FM NACK5「おに魂」のコーナーレギュラー「続・さくま式トリップ」（11.7～12 月）
●FM NACK5「鬼玉」のコーナーレギュラー(07.4 月～07.6 月）
●FM 宮崎、FM 愛知、FM 神戸の「さくまひできのせつない夜は耳を澄まして」
数々のゲストとセッション（稲垣潤一、中西圭三、木根尚登、奥華子、根本要、大森うたえもん、
RYTHEM、とっと、佐藤竹善、ワカバ、千綿偉功、DEEN 等々）（07.4 月～08.3 月）
●NHK 第一ラジオ「絆うた」にて「命～2011 からのメッセージ」が全国に流れる
●NHK 第一ラジオ（全国放送）「きらめき歌謡ライブ」出演（2011.6 月）
●NHK 第一ラジオ（全国放送）「歌の散歩道」出演（2011.9 月）
●ＴＢＳラジオ今週の推薦曲に抜擢（2011.6 月）
●NHK FM「弾き語りフォーユー」でピアニスト小原孝が「命」を生演奏（16.2 月）
●鴻巣フラワーラジオレギュラー番組「トワイライトアベニュー７６７～さくまひできの
クマクマパラダイス」毎週火曜１７：００～１９：００（2005.1 月～2017.6 月）
●全国８局ネットコミュニティラジオあたなとごいっしょラジオホール内
「さくまひできの生うたでアンサー」（07.2 月～07.12 月）
≪ゲスト出演した事がある放送局≫
ＮＨＫ第一ラジオ、文化放送、RKB 福岡、NHK 宇都宮、NHK 広島、FM NACK5、
FM 群馬、FM 大阪、東海ラジオ、FM 鹿児島、RadioBerry 宇都宮、FM 宝塚、FM 岩手、FM 仙台、
RAB 青森放送、FM 青森、岐阜 FM 放送、FM 滋賀、FM 沖縄、FM 石川、FM 福井、FM 長崎、
FM 宮崎、J-WAVE、FM 富山、FM 長野、ぎふチャン、NHK さいたま FM、IBC 岩手放送、
ラジオ関西、南海放送、ＦＭ愛媛、四国放送、ＦＭ山陰、ＦＭ山口、KRY 山口放送、ＦＭ岡山、
広島 FM、ふくしまＦＭ、他
【飛行機】
●ＪＡＬグループの機内オーディオ「日本の歌」にて、
「人生たまたま…さいたまで」が紹介されました。
※国際線 2016 年 7 月～2016 年 8 月（2 ヶ月）／国内線 2016 年 7 月（1 ヶ月）

【映画】
●大林宣彦監督作品映画「理由」（04 年）にストリートミュージシャン役で出演。
●交通安全イベントに抜擢されイメージソング「いま守りたいもの」（07 年）
リリースし、映画「いま守りたいもの」の主題歌に。
●映画「幸ノ巣～時は波のように～」主題歌「しあわせの虹」、サウンドトラック制作（15 年）
●短編映画「幸ノ巣～Life With Flower～」主題歌「ココロの花」制作（17 年）
【舞台】
●特攻隊をテーマにした「永遠の一秒」 中腰幸助役で出演。さいたま芸術劇場で５公演
【雑誌】
●ソニーマガジンズ「WHAT's IN」掲載
●全国音楽誌「月刊Ｐｌａｙｅｒ」５ページに渡り掲載
【新聞】
●東京スポーツ新聞コラム「高橋三千綱氏の本日も楽天日和」にて紹介
●日刊スポーツ（全国）にて紹介
●夕刊フジ（全国） にて紹介
●東京新聞にて記事掲載
●フランスの新聞 La Croix に掲載、日本での司会業が注目される
【一日警察署長】
●埼玉県深谷市
●埼玉県羽生市
●埼玉県鴻巣市

【イメージソング】
≪提供曲≫
●樹摩璃のアルバム「愛という名の列車」（キングレコード）に２曲楽曲提供
●ずうとるびの今村良樹氏率いるバンドＭＥＧＥのセカンドアルバム「２／３０」
全曲をサウンドプロデュース。内１曲は作曲も手がける
≪ご当地＆キャラソング≫
●埼玉県羽生市イメージソング４曲「羽をひろげて」「ムジナもんと遊ぼう」他
●埼玉県羽生市市制施行６０周年記念ソング「これからもずっと」
●アロハガス「パイプル君ロック」
●熊谷ニットーモールのキャラクター「ニットさんがやってきた」
●埼玉県深谷市歯科医院の良い歯のヨッシーの歌「ニコニコヨッシー」「ヨッシーはみがきソング」
●湘南ケーブルネットワーク「ブルルでネットワーク」
●鴻巣市キャラクターひなちゃん「I LOVE ひなちゃん」
●さいたま水族館キャラクターイメージソング「ムサシトミヨのムートくん」
●マンション経営大学のキャラクターイメージソング「キラキラ笑顔のとらみ先生」
●奥大和イメージソング「奥大和の大地」
●向嶋言問姐さんイメージソング「言問橋」
●良い歯のヨッシーの仲間ディガーのイメージソング「ディガーロック」
●埼玉県羽生市南小学校キャラクター「みんなのハッピーみなみちゃん」
●猫キャラクター「幸せ運ぶ まねきねこ」
●埼玉ご当地ヒーローズ 「我ら埼玉ご当地ヒーローズ」
≪ＣＭソング≫
●遊園地むさしの村「むさしの村へでかけよう」
●熊谷市ニットーモール「ニットさんがやってきた」ＣＭナレーションも務める
●アロハガス「パイプル君ロック」ＣＭナレーションも務める
●富士住建「近くにあるから」
●山福不動産「ベストパートナー」

≪イベントソング≫
●世界キャラクターさみっと in 羽生のイメージソング「Hello!!Hanyu★Hanyu」作詞・歌
●彩の国１００ｋｍ徒歩の旅「ゴール」
●静御前まつりイメージソング「舞姫」
●鴻巣びっくりひな祭りイメージソング「日本一！！こうのすびっくりひな祭り」
●柏市ストリートウエディング「一秒が永遠に感じたら」
●FM NACK5 飲酒運転撲滅キャンペーンソング「いま守りたいもの」
●日本スリーデーマーチ応援ソング「Walk My Life」
●新世代紙芝居「デス男君」「疾風の風太郎」「ミナクルマスク」の主題歌
●長野須坂メセナホールフォーエバーヤングのテーマ曲「どこで暮らしていても」
●FM NACK5 「Age Free Music」エンディング曲「どこで暮らしていても」
●埼玉県越生梅林のイメージソング「越生梅林の風」
●FM NACK5「GOGOMONZ」から生まれたモテない村「モテない村村歌」作曲・歌
●淡路ご当地キャラパーク「愛のメッセージ」「ようこそキャラパーク」
●FM NACK5「GOGOMONZ」三遊亭鬼丸さん作詞作曲「恵方巻きの歌」音頭バージョン編曲
●FM NACK5 企画にて、春日萌花作詞の「夏のファンタジー」編曲
●舞台「永遠の一秒」公式イメージソング「友情と愛情」 作詞作曲歌
≪企業ソング≫
●岡山のたい焼き屋（全国展開）イメージソング「たいやきヤキモチ」他
●ホテルルートイン華のゆ「玉次郎がやってきた」
●遊園地むさしの村 CM ソング「むさしの村へでかけよう」
●富士住建ＣＭソング「近くにあるから」
●にくまき本舗イメージソング「NIKUMAKI ロック」他
●沖縄もずくのキャンペーンソング「元気みなもと MO ZU KU ソング」
●有名スーパー「Kenzo」のイメージソング「ちょっと違うぞ！このスーパー」
●宮崎県のブティック「Her」イメージソング「Her～あなたが主人公になれる場所～」
●熊谷市ニットーモールのキャラクターの歌「ニットさんがやってきた」
●湘南ケーブルネットワークキャラクターの歌「ブルルでネットワーク」
●さいたま水族館イメージソング「さいたま水族館のうた～川の探検に出かけよう」
●さいたま水族館キャラクター「ムサシトミヨのムートくん」
●マンション経営大学キャラクター「キラキラ笑顔のとらみ先生」
●ラーメン間宮堂「ドッドッど～して間宮堂」
≪学校・福祉・スポーツソング≫
●埼玉県加須市立鴻茎小学校応援歌「空を飛びたい」

●埼玉県行田市立南小学校イメージソング「夢を叶えよう」
●埼玉県加須東中学校応援ソング「Rising Sun 東中」
●埼玉県行田市泉小学校イメージソング「泉のように」
●埼玉県鴻巣市吹上北中学校イメージソング「六角形のダイヤモンド」（母校）
●行田市太田中イメージソング「やる気みなぎる太田中」
●埼玉県羽生市南小学校「みんなのハッピーみなみちゃん」
●スポーツひのまるキッズのイメージソング「ひのまるキッズ」
●３分間の体操の歌「ときめきパワーアップ体操」
●サッカーチームテゲバジャーロ宮崎「Run thorugh 1850」
●福祉施設ひこうせんテーマソング「夢を乗せて」
●きょうされんイメージソング「いのち輝け」
●犬猫殺処分ゼロを目指したオムニバスＣＤに収録「小さなメッセージ」

【エピソード全国版】
●北は稚内から、南は石垣島までの全国有線放送を車寝泊まりでまわり、北海道でのガス欠で
凍死寸前。
●デビューＣＤと 2ndＣＤのジャケットが女性だった為、イベント会場へ行くと
「あれ！女性の歌手じゃなかったの？」と勘違い。カツラの持ち込みも検討。
●のどにポリープが出来て人生初の手術。手術後に声が出せない為、筆談。
お見舞いに来た友人はしゃべってもいいのに、つられて筆談。
●ストリートライブをやると、必ずと言っていいほど、犬が立ち止まる。
●元祖自前アーティストとして音響も自ら担当、リハーサル時にお客様に
「音響さん歌うまいね！」とよく言われる。
●父の影響で歌手になったのですが、その父が憧れていた五木ひろしさんと３月１１日に共演。
「お前もいつか五木さんと同じステージに立てる位になれよ」と口癖だった父の言葉を思い出す。
●カラオケで自分の歌を歌って７０点音楽活動で一番のショック。
●韓国で、命のイベントで「命～2011 からのメッセージ～」をハングルで熱唱。
ＭＣも韓国語でやったため、しゃべれると勘違いされ、沢山の人に話かけられた。
●世界キャラクターさみっと in 羽生で、沢山のキャラ達の中、唯一生身の人間として出演。
キャラがＣＤを買いにくる。
●ショッピングモールの館内に流れるラジオ風番組のナビゲーターを務める。
●色々な場所で歌ってきたが、初体験、朝礼台で歌う。
●テーマソングを歌う小学生の柔道大会「ひのまるキッズ」の大会で生まれて初めて国歌を独唱。
●全国ネットのテレビが決まるたび悩む、音楽番組ではなくバラエティー番組。
●各地で大人気！！頭髪イリュージョン

【プロデュース】
●幻の演歌歌手吹上"モンブラン"HIDEKI
「人生八分咲き」「みれん追分・・・鴻巣」「バラよ」「吹上モンブラン音頭」
●現役高校生演歌歌手 mizuki 「最終列車」「霧島連峰」

【主なリリース作品】
●2004.4.21 「さよならも言えなくて」（Single / フォーライフ）
●2006.1.25 「ただ見つめてただけの初恋」（Single / フォーライフ）
●2007.3.28 「いま守りたいもの」（Single / フォーライフ）
●2009.4.3 「隣の芝生は青く見えなかった」（Single/ HSD）
●2010.7.9 「LIVE 2010」（Live Album / HSD）
●2010.10.8「オレンジ」（Album / HSD）
●2011.6.8 「どこで暮らしていても」（Single / 日本クラウン）
●2011.8.5 「命～2011 からのメッセージ～」(Single / HSD)
●2013.9.16「木蘭の涙」(Single/ HSD）
●2014.9.13「君に」（Single/ HSD）
●2015.9.21「人生たまたま・・・さいたまで」(Single/ HSD)
●2016.5.3 「ますかっと」（Album / HSD）
●2017.3.12「いばらキラキラ・・・茨城」（Single/ HSD）
●2017.4.2 「人生八分咲き」「みれん追分・・・鴻巣」（吹上モンブラン HIDEKI 名義 Single）
●2018.4.30「さくまひでき Best Collection」（Album/HSD）
【配信】 i tunes、レコチョク、My sound 他
【ディストリビュータ】 株式会社アドニス・スクウェアスペースシャワーネットワーク
フォーライフミュージックエンタテイメント日本クラウン

===============================================================================
【お問い合せ】
株式会社さくまミュージックオフィス
〒369-0112 埼玉県鴻巣市鎌塚 4-10-21
TEL.048-548-7685

FAX.048-548-7875

メール：info@sakumahideki.com

ホームページ： https://www.sakumahideki.com

