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報道各位  

 
 

大人気コメディラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司」 
「あべ☆EXPO2019」イベント 

 

「ラジオドラマ」×「最新テクノロジー」！ 

安部礼司の世界に熱狂！NOKKOのライブも!! 
 

2019 年 1 月 27 日(日)/10:00～20:00  

出演：TEAM 安部礼司、ゲスト：NOKKO、東雲めぐ 会場：日産 グローバル本社ギャラリー（横浜）  
 

 

 

 
 

平均的なサラリーマンの日常を描いた大人気コメディラジオドラマ『NISSAN あ、安部礼司～BEYOND 

THE AVERAGE～』（日曜日 17：00～17：55放送）では、「あべ☆EXPO2019」と題した番組イベントを 1 月 28 日

(日)、横浜の日産グローバル本社ギャラリーで開催しました。訪れた約 2万人のリスナーたちが「あべ☆EXPO2019」

のアトラクションを楽しみました。また 17 時からは公開生放送を行い、NOKKO がライブパフォーマンスを披露するな

ど、大いに盛り上がりました。 
 
 

◆NOKKOが名曲『フレンズ』熱唱！「80年代に戻っちゃったような感じ！」（NOKKO） 
 

 

「あべ☆EXPO2019」では、「ラジオドラマと最新テクノロジーの融合」というテーマでお届け、Vチューバー東

雲めぐとの共演、次世代プラネタリウム「メガスター」の演出で楽しむ会場限定のラジオドラマ「アベシアター」、

かけるだけで安部礼司にまつわるいろんなスポットを体感できる VRゴーグルや、番組キャラクターでもあるス

マートスピーカーのイギャラクシーのデモンストレーションなど、安部礼司の世界を最新テクノロジーで体験でき

るアトラクションが満載。 

さらに 17時からは『NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』を会場から公開生放送。スペシャ

ルゲスト NOKKOによるライブも行われました。レベッカの名曲『フレンズ』に絡めて「ともだち」にまつわるエピソ

ードをリスナーから募集し紹介していきました。ライブ終了後、安部礼司から「生のお芝居とのコラボという形に

なったんですが、やってみてどうでしたか？」と質問されると、NOKKOは「ひきこまれちゃって。80年代に戻っち

ゃうんじゃないかって感じでドキドキしました」と、笑顔で感想を語りました。最後に演奏を披露したフレンズにち

なみ、「NOKKO さんにとって友達とは？」との質問には、「友達は少ないんですけど、主人の仕事（音楽プロデ

ューサーでミックスエンジニア）の関係で、たくさんのアーティストの方々がミックスの確認にいらっしゃるんです

ね。松任谷由実さんご夫妻とか渡辺真知子さんとか南佳孝さんとか先輩の方々がいらっしゃって、一生懸命食

事を作っておもてなししています」と話しました。イベントのグランドフィナーレでは、主役の安部礼司から会場の

リスナーのみなさんへ「今回は"EXPO"ということで、近未来、テクノロジーを駆使してラジオの新しいことにチャ

レンジする部分をお見せできたかと思います。皆さんの顔を直接見て、触れ合うような機会をいただくことは安

部礼司にとってどちらも非常に大事なこと、これからもよろしくお願いいたします！」とあいさつしました。 
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◆Vチューバー東雲めぐと安部礼司が初共演！生ラジオドラマやリスナーとじゃんけん対決も！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEAM安部礼司の紹介でスクリーンに Vチューバーの東雲めぐが登場。「こんにちは～！今日はよろしくお

願いします！」と手を振りながら挨拶。東雲めぐは、多くのファンが駆けつけた会場を見渡し、「人がたくさんい

る！」と驚きの声を上げました。また、会場で行われたラジオドラマにも初出演。初めてのドラマ出演とは思えな

い堂々とした演技を披露しながら、「未来からやってきた女子高生」というドラマの中の重要な役を演じました。 

さらに、「カラオケが得意」という東雲めぐは、生歌でスピッツの『チェリー』を披露し、かわいい歌声で会場を魅

了しました。ステージの最後には会場のお客さんとじゃんけん対決も行い、安部リスナーとのリアルな場での交

流を深めました。  

 

◆VRゴーグル、メガスター、立体音響…最新テクノロジーを駆使した安部ワールド！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
会場内ホールではラジオドラマを臨場感あふれる演出で楽しめる、会場でしか聴けない「あべシアター」を上

演。プラネタリウム開発者の大平貴之により開発された次世代プラネタリウム「メガスター」を使ってラジオドラマ

をロマンチックに演出。会場内ギャラリーでは、「安部礼司が妻・優ちゃんにプロポーズした神保町・女坂」や「飯

野平太の家」など、かけるだけで安部礼司にまつわるいろんなスポットを体感できる VR ゴーグル、安部礼司の

家庭のワンシーンを覗き聴きできる部屋などの展示も。 

さらに、番組キャラクターでもあるスマートスピーカー「イギャラクシー」のデモンストレーションも。これは、安

部礼司のナレーションを担当する五十嵐さん扮するスマートスピーカーに「ねえ、イギャラクシー」と話しかけて

質問すると、「イギャラクシー」が奇想天外な返答をしてくれる、というもの。夕方 5 時の公開生放送までの時間、

リスナーのみなさんは様々なアトラクションを楽しんでいました。 
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◆恒例！名刺配布会も大盛況！今年は名刺にも最新テクノロジーが！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あべ☆EXPO2019」会場では、TEAM 安部礼司による恒例の名刺配布会も！今年は名刺にも最新テクノロ

ジーが搭載。3D オーディオ技術で制作したラジオドラマ「立体音響で楽しむ安部礼司」を先行で聴ける仕掛け

が！このラジオドラマは手持ちのヘッドフォン、イヤフォンを用いるだけで、ドラマの世界観に囲まれるような没

入感ある新しい体験ができるもの。米国 DTS 社が開発した 3D オーディオ技術「Immersive Headphone Mix by 

DTS®」と、日本初の「Immersive Headphone Mix by DTS®」 認定スタジオを持つ、P’s Studioの技術提供を受

け制作しました。なお「立体音響で楽しむ安部礼司」は 2月 3日（日）18時以降、安部礼司の番組 HPおよび、 

IPサイマルアプリ「WIZ RADIO」のオンデマンドコンテンツでお楽しみいただけます。安部 EXPOに来られなかっ

たリスナーの皆様にもお楽しみいただけるようになります。 
 

◆記念メダルがもらえるクイズラリーや日産リーフの特別試乗会も大好評！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場では、「あべ☆EXPO2019 オリジナル記念メダル」が賞品のクイズラリーや日産リーフの特別試乗会も開

催。ここでしかきけない試乗コンテンツと参加特典特製ノベルティーはリスナーに大好評でした。 

 

全国から駆けつけて下さったリスナーの皆様、そして、放送を聴いて下さった全国のリスナーの皆様、本当にありが

とうございました！これからも日曜の黄昏時、『NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』でお会い

しましょう。 

 

 

■イベント概要 

【タイトル】 あべ☆EXPO 2019  

【会場】 日産 グローバル本社ギャラリー （神奈川県横浜市西区高島 1丁目 1番 1号） 

【日時】2019年 1月 27日（日） 10：00～20:00予定 

【出演】  安部礼司、安部優、安部永太、安部蘭、飯野平太、大場嘉門、五十嵐明、姫川皐月、水倉沙良、出

向旺次郎、ひたち野夏都、浜崎美保（『Skyrocket Company』（月-木 17:00-19:52）パーソナリティ他 

【料金】入場無料  

【放送】TOKYO FMをはじめとする JFN全国 38局ネット 同日 17：00～17：55  

【協賛】NISSAN（日産自動車株式会社） 
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■『NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』 
◇放送日時： 毎週日曜17：00～17：55  

◇放送エリア：TOKYO FMを含むJFN38局ネット 

◇番組内容：ごく平均的なサラリーマン「安部礼司」が、社会の荒波に揉まれながら成長していく日常の一場面を、今の 30～40

代が“ツボ”だと感じる 1980 年代を中心とした“今ツボな選曲”とともに描くコメディラジオドラマ。2006 年 4 月の放送スタート直後

から、全国のリスナーから多くの共感が寄せられ大ブレイク！2012 年 2 月に行われた放送 300回記念イベント「あべ博」に

23,000 人のリスナーが、2013年 1 月に行われた「あべフェス」には 33,000 人のリスナーが来場した。同年 12 月に開催の放送

400 回突破記念イベント「安部魂（あべコン）」では、世界で一番長い生ラジオドラマ部門でギネス世界記録（ＴＭ）を達成。さらに、

2014 年 12 月開催の「あべキュン」にはのべ 29,924 人が来場！横浜の日産グローバル本社ギャラリーの１日ののべ人数、最多

来場者数を更新しました。2015年 10月 2 日、番組史上初となる日本武道館イベント「ABE-GIG」を開催し、全国から 8,000 人の

リスナーが来場した。2016 年 1月 10 日、「ABE-GIG」から誕生した新テーマソング「日曜日に会おうよ～Great Average Days」＜

作曲・プロデュース：金子隆博（from米米 CLUB）＞の CD 先行発売イベントを、横浜の日産 グローバル本社ギャラリーで開催

し、のべ 25,990 人のリスナーが来場。2016年 2月 14 日より、放送 10 年記念ソング「日曜日に会おうよ～Great Average Days」

が一般発売。2017年 1月 22 日（日）には、「安部礼司フェスティバル 2017～飯野とサトミのウェディングパーティー～」が開催、

のべ約 24,000 人モノリスナーが来場し、安部礼司の後輩飯野平太と南総サトミの結婚を祝福しました。2018 年 1 月 28 日（日）に

は、「あべフェス 2018～開局！FM AVERAGE～」が開催、会場限定でこの日のみ聴いて楽しめるミニ FM「FM AVERAGE」（周波

数：88.8MHz）が開局、来場した延べ約 2 万 8,000 人のリスナーたちがこの日だけ、この会場だけで楽しめるオリジナル番組を楽

しみました。2018 年 5 月から 3本立てのオムニバス形式にリニューアルしました。主人公・安部礼司が働く神保町に焦点を当て、

そこで働く人たちにフォーカスした「神保町 WATCHING」、安部礼司の会社「大日本ジェネラル」で巻き起こる出来事、そして安部

礼司の家族にまつわる話をオンエアしています。 

◇番組サイト： http://www.tfm.co.jp/abe/ 

 

＜NOKKO ツアー情報＞ 

2019 年 東名阪ツアー開催＆追加公演決定!! 

 

【ビルボードライブ大阪】 

・2/19（火） 

・2/20（水） 

（両日とも、1stステージ 開場 17:30 開演 18:30 / 2nd ステージ 開場 20:30 開演 21:30） 

 

・サービスエリア￥8,900- 

・カジュアルエリア￥7,900-（1 ドリンク付き） 

 

≪ご予約・お問い合せ≫ ビルボードライブ大阪 06-6342-7722 

〒530-0001 

大阪市北区梅田 2 丁目 2 番 22 号 ハービス PLAZA ENT B2 

 

【名古屋ブルーノート】 

・3/5（火） 

・3/6（水） 

（両日とも、1stステージ 開場 17:30 開演 18:30 / 2nd ステージ 開場 20:30 開演 21:15） 

 

・ミュージックチャージ￥9,000- 

※名古屋ブルーノートメンバーズ会員￥8,700- 

 

≪ご予約・お問い合せ≫ 名古屋ブルーノート 052-961-6311 

〒460-0003 

名古屋市中区錦三丁目 22 番 20 号 ダイテックサカエ B2F 

 

【ビルボードライブ東京】 

・3/12（火） 

・3/13（水） 

（両日とも、1stステージ 開場 17:30 開演 18:30 / 2nd ステージ 開場 20:30 開演 21:30） 
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【追加公演：ビルボードライブ東京】 

・4/18（木） 

（1stステージ 開場 17:30 開演 18:30 / 2nd ステージ 開場 20:30 開演 21:30） 

 

・サービスエリア￥8,900- 

・カジュアルエリア￥7,900-（1 ドリンク付き） 

 

【発売日（追加公演）】 

Club BBL 会員先行＝2/14（木）11:00 

一般予約受付開始＝2/21（木）11:00 

 

≪ご予約・お問い合せ≫ ビルボードライブ東京 03-3405-1133 

〒107-0052 

東京都港区赤坂 9 丁目 7 番 4 号 東京ミッドタウン ガーデンテラス 4F 


