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ニューアルバム『UC100V』発表＆全国ツアー開催！
奥田＆手島コンビの広島初!? キャンペーン密着レポ

中国新聞

球談義。ここから広島ホームテレビへ移動す
ると、たくさんのスタッフが玄関でお出迎え。

RCC中国放送

着いて直ぐに、深夜の音楽番組収録へ。最新
アルバム『UC100V』について、
「今回は、
“数字”をテーマにメンバー全員
が曲を持ち寄って作ってみました。無理矢理
なものもあれば、最初からそうだったものも
ありますし…」( 奥田 )
「最後の曲はコンセプトを決める前に出し
てたやつだから、
『IO』が『10』に、よう見
たら変わってますからね」( 手島 )

に、ユニコーン串 ( 奥田→手羽先／手島→エ

と『OH! MY RAD10』含め全 11 曲のタイト

ノキ／川西→肝／ EBI →エビ／ ABEDON →

ル全てに数字が入っていることを強調。また、

ウインナー ) を作ってもらう企画など大特集

最新のアーティスト写真でメンバー全員が背

が組まれる。やはり広島に愛されています。

伸びしていることを聞かれ、
「最近、テッシ

中国新聞の取材を済ませると、休む間もなく

ーの背が縮んでるんですよ。あからさまに 1

広島エフエム放送へ。ここでも 2 本の生放送

人だけ小さいんです ( 笑 )」( 奥田 ) と衝撃の告

と番組収録やコメントなど大忙し。
“百が如

が「オレは 100 回ライブをするつもりです」

白。
「で、最初は電話帳の上に立とうと言っ

く”と題した 50 本にも及ぶ全国ツアーにつ

と断言して盛り上げる。

てたんですけど ( 笑 )、とりあえず背伸びをし

いて、

続いて、移動車に飛び乗り MAZDA Zoom-

ていたら、みんなやり始めて… 一緒じゃない

「当然『UC100V』の新曲、あとは 30 周

Zoom スタジアム広島へ。広島カープ対日

かコレ！って時の写真です。それは、普通使

年の『服部』からは演奏するかな？ …まだ

本ハムのオープン戦実況席に座る。試合はカ

わないですよね ( 笑 )」と裏話。

決まってませんけど」( 奥田 )

さらに生放送に出演した夕方のテレビ情報

ープが大敗中。
「坂倉選手とか気になりますねぇ」( 奥田 )

番組では、地元で有名な焼き鳥店・カープ鳥

「菊池選手の守備は、動画とか検索してま
で見てますね」( 手島 )
3 月 12 日火曜日、晴れ。正午過ぎに新幹

とプレーや選手についてユニフォーム姿で野

「
『服部』は、みんなで曲を書かなきゃ！っ
て思い始めたアルバムなんで…」( 手島 )
「その前から思いなさいよ！ 3 枚目なん

広島ホームテレビ

だから」( 奥田 )
「いやいや、民生にばっか書かせて悪いな

線はホームに到着した。ゆっくりと奥田民生

ぁと思ってました ( 笑 )。ま、今の形が始まっ

と手島いさむが故郷・広島の地に降り立つ。

たアルバムだから感慨深いなぁと」
（手島）
そして、初となる川西と手島の育った広

「記憶にないなぁ」と奥田がポツリ。ユニコ

島・呉公演の話では、

ーンとして、ほぼ初めてと言える広島キャン
ペーン。しかも、メンバー全員ではなく 2 人

「呉市文化ホールって、市役所の横のヤツ？

だけというのも異例といえるだろう ( 奥田曰

えらい小さかったと思っとったけど建て替わ

く“喫煙するコンビ”とのこと )。

ったんじゃね…？ 呉市体育館には、お袋の
バトミントンに付き合ってよく行ってました

この日は 2019 年にバンドが掲げたスロー
ガン《働き方改楽》を証明するかの如く、過
酷なまでのスケジュールが組まれている。ま
ずは RCC 中国放送へ移動。ラジオの生放送

MAZDA
Zoom-Zoom
スタジアム広島

けど ( 笑 )」( 手島 )

「今度は残りの 3 人を広島に送り込もう
か？」( 奥田 )
「あの 3 人だと、アカデミックな感じと下
世話な感じが渾然一体となって多分面白いで
すよ ( 笑 )」( 手島 )
「まぁ、スタジアムとか色々な場所に行け
て楽しかったです！」( 奥田 )
「また呼んでください！」( 手島 )
ということで見事《働き方改楽》を体現し
たお 2 人。ニューアルバム＆全国ツアーを皮
切りに、100 周年イヤーが始まったばかり
のユニコーン。とことん楽しく働く男たちに
注目です !!

New
Album

「テッシーと川西さんは呉のなんとか大使

『UC100V』
out now!!

よね？」( 奥田 )
「あ、観光特使ね。名刺とかもらってるよ。

出演とコメント収録へ。局へ到着すると「ほ
とんど来たことない」と笑う手島。広島のラ

それがあると大和ミュージアムとかタダで入

ジオから毎日のように曲が流れ、ユニコーン

れるんよ」
（手島）
「その特使的なヤツを、ライブでもやって

は広島のバンドという印象が強いだけに不思

くださいね」( 奥田 )

議な感じだ。最初のツッコミは“ユニコーン

「名刺配りまくるか？( 笑 ) でも、川西さん

100 周年”について。

はなんか考えとるっぽいよ、言わんけど。あ

「まず 100 周年ってのは、再始動してから
10 周年、ABEDON が正式加入して現メン

の人秘密主義じゃけぇ」( 手島 )。

バーになったアルバム『服部』から 30 周年、

といった感じ。とにかくスペシャルなライブ

さらにドラムの川西幸一が 60 歳を迎えると

になりそうな予感。
一気に駆け抜けた広島キャンペーン。初コ

いうことで 60 周年…( 笑 )」
（手島）

初回生産限定盤
（CD＋DVD）

通常盤
（CD）

完全生産限定盤
（アナログ盤）

ユニコーン 100 周年ツアー “ 百が如く”
05 月 25 日（土）
・26 日（日）広島文化学園 HBG ホール
10 月 12 日（土）
・13 日（日）呉信用金庫ホール
（呉市文化ホール）
11 月 22 日（金）サンポートホール高松 大ホール
11 月 23 日（土・祝）鳴門市文化会館
奥田民生

Live DVD＆Blu-ray 2 作品 4.10 out!!

ンビでの感想は？

「ま、川西さんは“周年”というか“歳”

「ま、2 人なんで 1 人より楽ですし、5 人よ

ですけどね ( 笑 )」( 奥田 )

りも楽ですね。全員いると疲れるんで（笑）
」

「…で、そ れ を 全 部 足して 100 周年！」

( 奥田 )

( 手島 )
といった感じで説明。また「このキャンペー

「5 人だとメチャクチャになるんですよ。3

ンで初めて聞いた」( 奥田 ) という 2019 年に

カ国語放送みたいになりますからね（笑）
」
( 手島 )

《100 個の楽しいことをやる宣言》も。手島
© 2019 YUMEBANCHI Co.,Ltd. All rights reserved.

広島エフエム放送
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