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タワーレコード渋谷店で『AKB ラブナイト 恋工場』写真展 

2016 年 8 月 16 日（火）～8 月 30 日(火)まで 

渋谷店 8F、SpaceHACHIKAI”にて開催決定！ 
 

タワーレコード渋⾕店“SpaceHACHIKAI”では、8 ⽉ 16 ⽇（⽕）〜8 ⽉ 30 ⽇（⽕）、8F の催事場“SpaceHACIKAI”にて、
AKB グループメンバーによる珠⽟の恋愛ドラマ「AKB ラブナイト 恋⼯場」の写真展を開催することが決定しました。 

「AKB ラブナイト 恋⼯場」は、テレビ朝⽇系列にて深夜１時 41 分-１時 56 分（※⼀部地域をのぞく）放送中の恋愛ド
ラマ。秋元康企画・原作『恋⼯場』をベースに、オリジナルストーリーを新たに加えて⼀話完結⽅式でドラマ化した作品を
AKB グループメンバーから選ばれた 40 名が演じています。 

期間中、タワーレコード渋⾕店“SpaceHACHIKAI”では、この「ＡＫＢラブナイト 恋⼯場」の主⼈公それぞれの表情を
ドラマ撮影での現場スチール、オフショットスチールで⾒ることができる写真展を開催します。 

 
また本作は、前作「アドレナリンの夜」同様に、2017 年春にテレビ朝⽇で放送する連続ドラマの主演をかけて争うオー

ディションです。ガチバトルを征するのは⼀体誰なのか。投票を前に、作品メンバー４０⼈全員が魅せる様々な表情を⼀挙
堪能できるのも、この写真展だけ！そして、写真展に来場し、ご応募頂いた⽅の中から抽選で会場に展⽰された写真ボード
にメンバーのサインを⼊れてプレゼントいたします！ 
 

 
 【開催概要】 
   「AKB ラブナイト 恋⼯場」写真展 
   ⽇程：2016 年 8 ⽉ 16 ⽇（⽕）〜8 ⽉ 30 ⽇（⽕）※予定 
   時間：11:00〜21:00(20:30 最終⼊場) 

※初⽇ 16 ⽇（⽕）は 18：00 開場／最終⽇ 30 ⽇（⽕）17：00 閉場 
※最終⼊場は閉場 30 分前になります 

   場所：タワーレコード渋⾕店 ８Ｆ SpaceHACHIKAI  
（東京都渋⾕区神南 1-22-14） 

   料⾦：500 円（税込） 
   お問い合わせ：タワーレコード渋⾕店 TEL03-3496-3661  
   ■応募者の中から応募したメンバーの⼤判スチールパネルを 

サイン⼊りで１名様にプレゼント 
※１回の⼊場につき、１枚の応募券が付きます 
※会期終了後、サインを⼊れた写真ボードを当選者へ発送させて頂きます 

     ■お取り扱い予定商品 ＡＫＢラブナイト恋⼯場オフィシャルグッズ  
    http://ropping.tv-asahi.co.jp/goods/disp/CEtaDispListPage_001.jsp?dispNo=001150 

※⼀部取扱いの無い商品がございます。予めご了承ください。 
 
※正式タイトルは『AKB ラブナイト 恋⼯場』。「AKB ラブナイト」と「恋⼯場」の間は半⾓スペース。 
 
 
 
 

◆ ご取材ならびにこの件に関するお問い合わせ先 ◆ 
タワーレコード株式会社 広報室 ⾕河（やがわ）、松本、伊早坂 TEL：03-4332-0705  Email：press@tower.co.jp 
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☆「AKB ラブナイト 恋⼯場」 
 毎週⽔曜深夜１：４１から、テレビ朝⽇にて放送中。地上波放送およびネット配信で、全４０話。 
 ファーストキス、初デート、10 年愛、フランス⼈との恋、同窓会、センセイとの秘め事など…これらのテーマで、グル
ープメンバーから選ばれた 40 名が主演を努め、珠⽟のラブストーリーを展開。 

 半年に渡って繰り広げられるガチバトルを勝ち抜き、⾒事、主役の座を⼿に⼊れるのはどのメンバーなのか。９⽉よりス
タートする視聴者によるネット投票と、審査員による投票によって１位を決定します。 

 
《企画・原作》   秋元康「恋⼯場」（⽵書房） 
《脚本》      松江聡美 遠⼭絵梨⾹ 阿部沙耶佳 鴨義信 相内美⽣ 川邊優⼦ 内平未央  ほか 
《監督》      中前勇児 古厩智之 井上雄介 ⼋⽊毅 相⾺寿樹 瀧悠輔 ⼆宮崇  ほか 
《プロデューサー》 杉⼭登（テレビ朝⽇） 松瀬俊⼀郎（テレビ朝⽇） 

出⼝智浩(テレビ朝⽇) 中沢晋（オフィスクレッシェンド） 
《主演》   AKB４８グループメンバー40 名 ※巻末参照      
《放送枠》  テレビ朝⽇ 2016 年 4 ⽉ 20 ⽇(⽔)スタート 毎週⽔曜 深夜 1 時 41 分〜１時 56 分  

※⼀部地域をのぞく           
《配信》  全 42 話 

「ビデオパス」 （au の動画配信サービス） 2016 年 4 ⽉ 20 ⽇(⽔)テレビ朝⽇放送直後より、 
毎週２話を⾒放題独占配信。 
※テレ朝動画でも個別課⾦型配信 
【TV 版 20 話＋ネットオリジナル版 20 話＋特別編（ネットオリジナルを含む全 40 話振り返り）＋
最終回（結果発表）】  
※１週間の流れ…＃1 地上波ＯＡ直後に＃1 と♯２(ネットオリジナル版)を配信 

《制作プロダクション》 オフィスクレッシェンド   
《制作》  テレビ朝⽇ 
《番組公式サイト》 http://www.tv-asahi.co.jp/akb-love/ 
  
 
＜参考＞「ビデオパス」について 
「ビデオパス」は、⽉額 562 円（税抜）で映画（洋画・邦画）やドラマ、アニメなど様々なジャンルの映像作品が⾒放題
となり、さらに、追加料⾦なしで毎⽉⼀本の新作も視聴することができる、au スマートフォン向けの動画配信サービスで
す。また、より多くのお客さまに「ビデオパス」をご体験いただけるよう、初回登録時は 30 ⽇間無料でお試しいただけま
す。今後もより良質な作品を多数お楽しみいただけるよう作品を拡充していきます。   http://www.videopass.jp/ 
 
【番組放送についてのお問い合わせ】 
テレビ朝⽇ 宣伝部 池⽥ （03-6406-1505） 
 
【配信についてのお問い合わせ】 
テレビ朝⽇ デジタル事業センター 鶴⽥ （03-6406-1979） 
 
 
 
 
 



 3

 
「AKB ラブナイト 恋⼯場」 主演 40 名⼀覧（50 ⾳順） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市川 美織  NMB48 チーム BⅡ 
⼊⼭ 杏奈  AKB48 チーム A  
江籠 裕奈  SKE48 チーム KⅡ 
⼤場 美奈  SKE48 チーム KⅡ 
岡⽥ 奈々  AKB48 チーム 4  
柏⽊ 由紀  AKB48 チーム B （NGT48 チーム NⅢ兼任） 
加藤 玲奈  AKB48 チーム B 
⽊﨑 ゆりあ AKB48 チーム B  
北原 ⾥英  NGT48 チーム NⅢ 
神志那 結⾐ HKT48 チーム H 
⼩嶋 真⼦  AKB48 チーム４  
兒⽟ 遥  HKT48 チーム H（AKB48 チーム K 兼任） 
指原 莉乃  HKT48 チーム H 
島崎 遥⾹  AKB48 チーム A  
上⻄ 恵  NMB48 チーム N 
⽩間 美瑠  NMB48 チーム M（AKB48 チーム A 兼任） 
須⽥ 亜⾹⾥ SKE48 チーム E 
惣⽥ 紗莉渚 SKE48 チーム KⅡ 
⾼倉 萌⾹  NGT48 チーム NⅢ 
⾼橋 朱⾥  AKB48 チーム 4 
⾼柳 明⾳  SKE48 チーム KⅡ 
⽥島 芽瑠  HKT48 チーム H 
⾕⼝ めぐ  AKB48 チーム A 
⽥野 優花  AKB48 チーム K  
古畑 奈和  SKE48 チーム KⅡ 
松井 珠理奈 SKE48 チーム S  
松岡 菜摘  HKT48 チーム H 
峯岸 みなみ AKB48 チーム K  
宮崎 美穂  AKB48 チーム A  
宮脇 咲良  HKT48 チーム KⅣ (AKB48 チーム A 兼任） 
向井地 美⾳ AKB48 チーム K  
武藤 ⼗夢  AKB48 チーム K  
⽮倉 楓⼦  NMB48 チーム M 
⽮吹 奈⼦  HKT48 チーム H （AKB48 チーム B 兼任） 
⼭下 エミリー HKT48 研究⽣ 
⼭⽥ 菜々美 AKB48 チーム 8 (AKB48 チーム A 兼任） 
⼭本 彩  NMB48 チーム N 
横⼭ 由依  AKB48 チーム A  
渡辺 ⿇友  AKB48 チーム B  
渡辺 美優紀 NMB48 チーム BⅡ（AKB48 チーム B 兼任） 
※画像掲載の際は、「（C）AKB ラブナイト製作委員会」の表記をお願いします。 


