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「いつでもどこでも」本を「聴いて楽しめる」サービス「Audible」

Audible、爆笑問題の結成 30 周年を記念して、
漫才のオーディオ版 13 タイトルを６月 20 日（水）から配信開始
Amazon.com, Inc.の関連会社である Audible, Inc.（以下、Audible。読み：オーディブル）は、爆笑問題の
結成 30 周年を記念して、2006～2017 年までを振り返る 13 タイトルの漫才を６月 20 日（水）から配信開始
します。(http://www.amazon.co.jp/audibleBAKUSHO)
「爆笑問題のツーショット」は毎年リリースされる人気シリーズ DVD で、1 年を総括した 60 分越えのノン
ストップ漫才をライブ形式で収録し、漫才を通して 2 人が世相を熱く語ります。懐かしの芸能ネタや世の中を
騒然とさせた事件、混乱を生んだ政治など過去 10 年を爆笑問題の漫才と共に振り返ります。この度、Audible
から初めてオーディオ版として、2006 年から 2017 年までを振り返る 13 タイトルの漫才を配信開始します。
13 タイトルの漫才、一つのタイトルがどれも１時間程度ですので、朝の憂鬱な通勤時間や梅雨の時期を笑い
飛ばすにはぴったりです。
爆笑問題プロフィール
太田光と田中裕二の二人で 1988 年結成。政治から芸能界まで様々な社会現象を斬る
漫才は、若者だけでなく幅広い年齢層に支持されている。執筆活動も手掛け、出版物
の多くはベストセラーを記録。現在、テレビ・ラジオのレギュラー番組に出演する他、
雑誌の連載も手がける。また、1996 年より 2 ヶ月に一度開催される「タイタンライ
ブ」には毎回出演。

【爆笑問題のツーショット】
毎年リリースされる人気シリーズ DVD。1 年を総括した 60 分越えのノンストップ漫才を、ライブ形式で収録。
漫才を通して 2 人が世相を熱く語る。懐かしの芸能ネタや世の中を騒然とさせた事件、混乱を生んだ政治など
過去 10 年を爆笑問題の漫才共に振り返る。
タイトル

概要

2006 上半期 漫才
爆笑問題のツーショット

爆笑問題の本質である“漫才”を初作品化！ “ホリエモン逮捕”から“FIFA ワールドカップ
での日本代表グループリーグ敗退”まで、2006 年上半期の世相・セレクトされた事件や
できごとを余すことなく収録。もちろん過激なネタ満載！ 「100 年後にも評価されるも
のであること。未来の人に笑ってほしい」By 太田 光。
こちらは DVD で発売されている『2006 上半期 漫才「爆笑問題のツーショット」』の
オーディオ版です。

2006 下半期 漫才
爆笑問題のツーショット

漫才で綴る平成史第 2 弾大ヒット御礼「2006 年上半期」に続き、爆笑問題の本質である
“漫才”を作品化！ 爆笑問題自らが入念に作りこんだ漫才をスタジオライブ収録。過激な
ネタが縦横無尽に繰り広げられる。2006 年下半期の世相・セレクトされた事件を題材に
暴走する爆笑問題を余すことなく収録！
こちらは DVD で発売されている『2006 下半期 漫才「爆笑問題のツーショット」』の
オーディオ版です。

2007 上半期 漫才
爆笑問題のツーショット

『2006 年上半期漫才「爆笑問題のツーショット」』を皮切りにスタートした爆笑問題の
ライフワーク作品の 2007 年上半期版。2007 年上半期の世相・セレクトされた事件を題
材に、自らが入念に作り込んだ漫才をスタジオ・ライブ収録！過激なネタも許される限り
収録予定。
こちらは DVD で発売されている『2007 上半期 漫才「爆笑問題のツーショット」』のオ
ーディオ版です。
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2007 下半期 漫才
爆笑問題のツーショット

頭の中をフィットネス！！漫才で脳内を活性化する待望の第四弾！！！爆笑問題が吟味
に吟味を重ね、
スタジオ収録した撮り下ろしネタをこの作品ならではの切り口で送り届け
る！
こちらは DVD で発売されている『2007 下半期 漫才「爆笑問題のツーショット」』のオ
ーディオ版です。

2008 漫才
爆笑問題のツーショット

20 回目の冒険。事件・話題・世相をメッタ斬り！！爆笑問題のライフワークである人気
漫才シリーズ第 5 弾を完全撮りおろし。完全ノンストップ一本勝負！
こちらは DVD で発売されている『2008 漫才 爆笑問題のツーショット』のオーディオ版
です。

2010 年度版 漫才
爆笑問題のツーショット
～2009 年総決算～

政治から芸能・スポーツまで爆笑問題が本当の漫才を魅せる！！2009 年 1 月から 12 月
までの出来事を全て網羅した漫才を、
爆笑問題ならではの切り口で完全収録！！ライブ感
重視のスタイルでノンストップ漫才を繰り広げる。
テレビでは伝えきれない過激な内容も
満載の、爆笑問題の本質である漫才を堪能できる完全撮りおろし。
こちらは DVD で発売されている『2010 年度版 漫才 爆笑問題のツーショット ～2009
年総決算～』のオーディオ版です。

2011 年度版 漫才
爆笑問題のツーショット
～2010 年総決算～

問題だらけの政治から、芸能界で起きたトラブル、数々の感動ドラマを生み出したスポー
ツ界まで 2010 年に起きた様々な事柄を爆笑問題が斬り刻む！2010 年 1 月から 12 月ま
での出来事を全て網羅した、
爆笑問題ならではの漫才を完全収録！！ライブ感重視のスタ
イルでノンストップ漫才を繰り広げる。テレビでは伝えきれない過激な内容も満載の、爆
笑問題の本質である漫才を堪能できる完全撮りおろし。
こちらは DVD で発売されている『2011 年度版 漫才 爆笑問題のツーショット ～2010
年総決算～』のオーディオ版です。

2012 年度版 漫才
爆笑問題のツーショット
～2011 年総決算～

波乱万丈の政治・経済のみならず、トラブル続出の芸能界、数多くの感動が生まれたスポ
ーツ界など、激動の 2011 年を爆笑問題が独自の視点で贈る、2012 年度版 漫才 爆笑問
題のツーショット！！2011 年に起きた様々の出来事を、爆笑問題ならではの切り口で魅
せるノンストップ漫才。ライブ形式で行われる漫才を収録した唯一無二の作品！
こちらは DVD で発売されている『2012 年度版 漫才 爆笑問題のツーショット ～2011
年総決算～』のオーディオ版です。

2013 年度版 漫才
爆笑問題のツーショット

コンビ結成 25 周年を迎えた爆笑問題の 2013 年度版ツーショット！！2012 年度を総括
したノンストップ漫才をライブ形式で完全収録！！混沌とした国家情勢から、
政治、
経済、
スポーツ、芸能まで、2012 年の出来事を爆笑問題ならではの切り口で贈るテレビでは観
られない究極の漫才！

2014 年度版 漫才
爆笑問題のツーショット

話題づくしの 2013 年度をノンストップで切り刻む爆笑問題のツーショット！！熟考を
重ねた漫才は「政治」「芸能」「スポーツ」などさまざまなジャンルにおよび、聞く者を
爆笑問題の世界に引きずり込む。

2015 年度版 漫才
爆笑問題のツーショット

話題づくしの 2014 年度をノンストップで切り刻む爆笑問題のツーショット！！2014 年
度も様々な事件や流行が生まれ、政治・経済も大きく動いた 1 年。そんな 1 年を爆笑問
題が独自の切り口で振り返る！ステージの上で繰り広げられた、1 時間超えの漫才を本作
に収録！！究極の漫才が凝縮された「2015 年度版 漫才 爆笑問題のツーショット」！

2016 年度版 漫才
爆笑問題のツーショット

話題づくしの 2015 年度をノンストップで切り刻む爆笑問題のツーショット！！2016 年
幕開けからトップニュース目白押し、話題尽くしとなった激動の 2015 年度。芸能界を賑
わせたあの人も、衝撃的ニュースとなったスポーツ界のあの一件も、爆笑問題がすべてを
漫才でぶった切る！冴えわたる田中のツッコミ！！ほとばしる太田の汗！！

2017 年度版 漫才
爆笑問題のツーショット

「ツーショット」シリーズ、第 13 弾作品！2016 年度を総括した 60 分超えのノンスト
ップ漫才をライブ形式で完全収録。混沌とした国家情勢から、政治、経済、スポーツ、芸
能まで、2016 年度の出来事を爆笑問題ならではの切り口で贈る究極の漫才！

※権利上の都合により一部音声をカットしております。ご了承ください。
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Audible（オーディブル）について
Audible は、すでに世界で何百万人もの人々に利用されており、本を音声化したものや、音楽以外の音声コンテン
ツを、アプリや PC サイトから聴くことができます。海外では、すでに広く一般的なコンテンツの楽しみ方として
広まっています。同サービスは、Amazon の関連会社の Audible 社が提供しています。同社は、本を音声化したも
の以外にも、オリジナル脚本のドラマやコミックなどのコンテンツをオーディオ化して提供しており、世界最大級
の音声化された本および音声によるデジタル・コンテンツの制作・配信事業社です。同社は 1995 年に米国で創業
され、現在、米・英・独・仏・豪・日・伊・加の 8 か国で展開しています。2015 年 7 月より日本向けサービスを
開始。会員は月額 1,500 円（税込）で、著名な作家の作品をはじめ、ビジネス書から落語、語学など 20 以上のジ
ャンルの豊富なタイトルから、Audible でしか聴くことのできないスペシャルコンテンツまで、プロのナレーター・
俳優たちの朗読でいくつでも自由に聴くことができます。また、最初の１か月間は無料でご体験いただけます。
■日本でのサービス概要
サービス名称
会員プランの価格

使用方法

便利な機能

URL
お客様お問い合わせ先

Audible（オーディブル）
月額 1,500 円（税込）
※登録後 1 か月間は無料体験可能
 Audible ウェブサイトにて会員登録後、無料体験に申し込み
※スマートフォン、パソコン、タブレットに対応しています。
※専用アプリは iOS、Android、および Windows10 端末に対応しています。
※タイトルによっては、会員プラン登録せずに iTunes からコンテンツごとに購入し、ダウンロードすることもで
きます。
① 朗読スピードを調整可能（iOS 0.75～３倍速／Android 0.5～3 倍速／Windows 10
0.25～4 倍速）
② 後で聴きなおすことができるブックマーク機能
③ 就寝前に便利なスリープタイマー
④ 通勤電車や飛行機でも通信環境の影響を受けずにダウンロード方式でも利用可能
⑤ PC サイト(Windows、Mac)から、気軽にストリーミング再生
www.audible.co.jp
Audible カスタマーサービス
TEL：0120-899-217 MAIL：customerservice@audible.co.jp
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