
 

NEWS RELEASE 

2020.11.2 

全席、神席。日本初の音楽特化・配信特化・無観客ライブハウス 

「日清食品 POWER STATION [REBOOT]」 を 11 月 21 日（土）にオープン 
 

日清食品株式会社 (社長:安藤 徳隆) は、「音楽特化・配信特化・無観客」をコンセプトにした日

本初の配信型ライブハウス「日清食品 POWER STATION [REBOOT]」を 2020年 11 月 21日(土)にオー

プンします。また、豪華アーティストによる「こけらおとし 3DAYS」ライブを同日より開催します。 

 

リアルも、バーチャルも。 

日清食品だから実現した、次元の常識を超えたラインアップ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回、弊社が 1988年から 10年間にわたり東京本社ビル (東京都新宿区) で運営していた「NISSIN 

POWER STATION」を 22年ぶりに REBOOT (再起動) し、ネット時代の若者たちに向けて、ニューノー

マル時代だからこそできる新しいエンタテインメントを発信していきます。 

「日清食品 POWER STATION [REBOOT]」は、スマートフォンやパソコンで視聴する配信に特化した

音楽ライブハウスです。オリジナル開発のプラットフォームにより、ステージに設置した透過型 LED

バックパネルや LEDフロアパネルとチャットシステムを連動させることで、配信ライブでありなが

ら、まるで実際のライブ会場にいるような“参加感”を体験していただけます。 

オープン日の 11月 21日(土)から、豪華アーティスト (西川 貴教、星街
ほしまち

 すいせい、Poppin’Party) 

による「こけらおとし 3DAYS」ライブを開催するほか、その後も“リアル”のアーティストから“バ

ーチャル”の V チューバー*1まで、“次元”の常識を超える幅広いアーティストによるライブをお

届けしていきます。 

また、グランドオープンに先立ち、11月 8日(日) 19:30 からは「日清食品 POWER STATION [REBOOT] 

vol.ZERO ～チケット発売直前スペシャル～」と題したプレイベントも実施します。 

日清食品だから実現した、新たなライブ体験にご期待ください。 
 

*1 バーチャル YouTuber。YouTube で動画投稿や配信を行う CG のキャラクター。 



 

■「日清食品 POWER STATION [REBOOT]」について 

「食」を楽しく、エキサイティングにする提案を続けてきた日清食品グループは、ニューノーマ

ルへの変化が起きている今しかできない、新しいエンタテインメントを提案したいと考えました。

今やネットの世界は、若者にとっての“リアル”な空間であり、Vチューバーやボカロ P*2といっ

た新時代の文化を体験し、ストリーミングサービスによってあらゆる時代の音楽に触れられる場

所でもあります。「日清食品 POWER STATION [REBOOT]」は、こうした時代背景を反映した、“時

空”と“次元”の常識を超えるような体験を詰めこんだライブハウスです。 

 

■「日清食品 POWER STATION [REBOOT]」の特長 

① 日本初! 音楽特化•配信特化•無観客ライブハウス 

「NISSIN POWER STATION」があった弊社東京本社の地下ホールを、配信特化の無観客ライブ

ハウスに改装しました。ステージに設置した透過型 LED バックパネルや LED フロアパネルを

活用することで驚きのライブ体験が実現します。 

※東京本社でライブに直接参加することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② リアルも、バーチャルも。日清食品だから実現した次元を超えたラインアップ 

東京本社に新しく設置するものと同じステージをバーチャル空間にも CG で作り上げること

で、Vチューバーがモーションキャプチャスタジオから「日清食品 POWER STATION [REBOOT]」

のステージに出演することも可能です。V チューバーやアニソン歌手、ボカロ P など、さま

ざまなジャンルの音楽に触れられる環境が誕生します。「日清食品 POWER STATION [REBOOT]」

がお届けするのは、次元を超えるような体験が詰まった音楽ライブです。 

 

③ オリジナル開発のプラットフォームだから実現したチャットシステム連動の演出 

オリジナル開発のプラットフォームだからこそ実現した、ステージ上の LED バックパネルや

LED フロアパネルとチャットシステムが連動する演出により、視聴者はまるで実際のライブ

会場にいるような“参加感”を体験することができます。また、投げ銭タイプのチャット送

信時オプション「ウルトラチアー」を使えば、音楽ライブでサイリウムを振って声援を送る

かのようにアーティストのパフォーマンスを盛り上げることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*2 ボーカロイドプロデューサー。歌声合成ソフトウエアを使って楽曲を作り、発表する人の総称。 

※画像はすべてイメージです 



 

 

■「こけら落とし 3DAYS」ライブ概要 

 

DAY1 (OPENING SPECIAL NIGHT)「西川 貴教」 

 

開催日時    ：2020年 11月 21日(土) 19:00〜20:00 (予定) 

入場料     ：3,300 円 (税込) 

チケット発売  ：2020年 11月 9日(月) 10:00より 

アーカイブ配信*3：2020年 11月 22日(日) 23:59 まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY2「星街 すいせい」 

 

開催日時    ：2020年 11月 22日(日) 19:00〜20:00 (予定) 

入場料     ：一般チケット 3,300円 (税込) 

 プレミアムチケット*4 6,600円 (税込) 

チケット発売  ：2020年 11月 9日(月) 10:00より 

アーカイブ配信*3：2020年 11月 23日(月・祝) 23:59 まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

西川 貴教 (にしかわ たかのり) 

1970 年 9 月 19 日生まれ。滋賀県出身。 

1996 年 5 月、ソロプロジェクト T.M.Revolution としてシングル「独裁 -monopolize-」でデビュー。

キャッチーな楽曲、観る者を魅了する完成されたステージ、圧倒的なライブパフォーマンスに定評が

あり、「HIGH PRESSURE」「HOT LIMIT」「WHITE BREATH」「INVOKE」など大ヒット曲を連発する。故郷滋

賀県から初代「滋賀ふるさと観光大使」に任命され、県初の大型野外ロックフェス「イナズマロック 

フェス」を主催、地方自治体の協力のもと、毎年滋賀県にて開催している。2016 年 5 月には

T.M.Revolution デビュー20 周年を迎え、オールタイム・ベストアルバムをリリース。オリコンアル

バムチャートで 1 位を獲得し、2017 年 5 月には 20 周年プロジェクトの集大成としてさいたまスーパ

ーアリーナ 2days 公演を開催。 

2018 年からは本名の西川貴教名義での音楽活動を本格的に開始。2019 年 3 月に 1st アルバム

「SINGularity」をリリース、全国ツアーを開催。令和二年度滋賀県文化功労賞受賞。NHK 2019 年度

後期 連続テレビ小説「スカーレット」に俳優として出演するなど、多岐に渡り新しい挑戦を続けて

いる。 

星街 すいせい (ほしまち すいせい) 

「彗星の如く現れたスターの原石! アイドル V チューバーの星街 すいせいです!」 

女性 V チューバーグループ「ホロライブ」に所属する、歌とアイドルをこよなく愛する永遠の 18 歳

のアイドル V チューバー。いつか武道館でライブをすることを夢見て活動している。 



 

 

DAY3「Poppin’Party」 

 

開催日時    ：2020年 11月 23日(月・祝) 

19:00〜20:00 (予定) 

入場料     ：一般チケット 3,300円 (税込) 

プレミアムチケット*4 6,600 円 (税込) 

チケット発売  ：2020年 11月 9日(月) 10:00より 

アーカイブ配信*3：2020年 11月 24日(火) 23:59 まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■プレイベント概要 

日清食品 POWER STATION [REBOOT] vol.ZERO ～チケット発売直前スペシャル～ 

開催日時    ：2020 年 11月 8日(日) 19:30〜20:15 (予定) 

入場料     ：無料 (※参加には事前に公式サイトで会員登録が必要) 

会員登録受付  ：2020 年 11月 7日(土) 10:00より 

チケット申込受付：2020 年 11月 7日(土) 14:00より (※先着 5,000枚) 

アーカイブ配信 ：なし 

 

[リアルスタジオ出演者] 

司会進行：徳井
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[バーチャルスタジオ出演者] 

司会進行：白上
しらかみ

 フブキ 

ゲスト ：星街
ほしまち

 すいせい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*3 アーカイブ配信は、チケットを購入された方のみ視聴していただけます。アーカイブ配信のみの視聴

も可能です。 
*4 プレミアムチケットには投げ銭の料金が含まれています。

Poppin’Party (ポッピン パーティー) 

アニメ、ゲーム、コミック、声優によるリアルライブなど様々なメディアミックスを展開する次世代

ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!」から生まれた、最初のリアルバンド・Poppin’Party。

「キラキラドキドキ」をテーマに、ポップで可愛らしく元気いっぱいな楽曲が特徴。バンドメンバー

は、Gt.&Vo.愛美 (戸山 香澄役)、Gt.大塚 紗英 (花園 たえ役)、Ba.西本 りみ (牛込 りみ役)、Dr.

大橋 彩香 (山吹 沙綾役)、Key.伊藤 彩沙 (市ヶ谷 有咲役)。単独ライブやファンミーティングツア

ーの開催にとどまらず、埼玉メットライフドームでの対バンライブや「rockin’on presents ROCK IN 

JAPAN FES2019」を始めとするフェスに出演するなど、精力的に活動を続けている。 

徳井 青空 白上 フブキ 星街 すいせい STU48 



 

 一般のお客さまからのお問い合わせ先 

日清食品グループ お客様相談室 

TEL: 0120-923-301 
(受付時間 10:00～16:00 [土・日・祝日を除く]) 

このリリースに関するお問い合わせ先 

日清食品ホールディングス 広報部 
(担当：荒川) 

〒160-8524 東京都新宿区新宿 6-28-1 

TEL: 03-6233-6850 / FAX: 03-6233-6838 

pr.jp@nissin.com 

■「日清食品 POWER STATION [REBOOT]」概要 

オープン日 

2020 年 11月 21日(土)  

 

公式サイト 

https://www.nissin-ps.com (スマートフォン、パソコン共通) 

 

公式 Twitter 

@nissin_psr 

 

問い合わせ先 

日清食品パワーステーションリブート事務局 

【TEL】0120-052-545 (フリーダイヤル) 

【受付時間】10:00～17:00 (全日) 

 

■「NISSIN POWER STATION」について 

「NISSIN POWER STATION」は、1988 年 3月に現日清食品

ホールディングス東京本社の地下に誕生した、「ディナー

しながらロックできる」世界初の「ロッキンレストラン」

です。地下 1階、2階の吹き抜け構造に、オリジナルで開

発した音響施設「ハイエナジーシステム」やモニター90

台のコンピューターマトリックスビジョンをはじめとし

た最高にぜいたくな音響、照明、AV システムを導入し、

ロックを中心としたニュー・ミュージックのコンサート

を聴きながら本格的なコース料理も楽しめるエンターテ

イメント空間としてオープン。 

1998年 6月の閉館までの 10年間で、総公演回数は 3,000回を超え、総動員数は 200万人に上り、

1,600 組のアーティストが出演した、伝説のライブハウスです。 

 

[過去の主な出演者](50音順) ※()内は出演回数 

THE YELLOW MONKEY (11)、井上 陽水 (6)、忌野 清志郎 (27)、ウルフルズ (12) 

及川 光博 (7)、小田 和正 (6)、CURIO (10)、JUDY AND MARY (11)、スピッツ (7) 

フラワーカンパニーズ (18)、真心ブラザーズ (17)、Mr.Children (5)、 

山崎 まさよし (12)、L’Arc～en～Ciel (5)、LUNA SEA (4)  


