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——5 月28日にニューシングル「JUICY 
LOVE」がリリース

夏恋「ニューシングル “JUICY LOVE” の
PV のレコーディングとカップリング曲のレ
コーディング、そしてPV 撮影も無事に終了
しました！」

楓「はい！」

夏恋「今回の “JUICY LOVE”という曲は
恋する女の子の気持ちを歌った可愛らしい
楽曲ですが、恋する女の子って、恋は楽し
いけど、ちょっと臆病な気持ちになっちゃっ
たり、不安な気持ちが出てきちゃったり、い
ろんな感情があると思うんです。ですから、
そんな思いを、曲の始まりからサビにかけて、
メロディーに乗せて歌っています。そしてサ
ビでは女の子みんなで集まって盛り上がっ
ちゃえ！って（笑）。元気いっぱいで夏にぴっ
たりなサマーソングになっています。歌詞も
よりリアルに恋心を表したくて、私自身も少
し案を出させていただいて、よりリアルメッ
セージというか、現実感のあるような歌詞に
できたかなと思っていますし、等身大の女
の子の気持ちを込めたので、聴いてくださる
方にはHappinessとの距離をより近く感じ
ていただけると思います」

楓「そうですね。夏恋が言ったように、リ
アルなワードが、世代を問わず共感してい
ただけるんじゃないでしょうか。恋する女の
人って、年齢問わずに“ 女の子 ”になっちゃ
うと思うんですよ。そういう気持ちがすごく
込められていて、聴いていただいている方
が共感できるワードがすごくたくさんあるの

で、あらゆる年代の “ 女の子 ”に聴いてほ
しいです。だからすごくキャッチーでノリのい
い曲なんですけど、歌詞カードを見ながら、
歌詞の意味もちゃんと見ていただくと、もっ
ともっと楽しんで、好きになっていただける
んじゃないかなって思います。好きになって
ほしいです」

夏恋「サビで “JUICY” が繰り返されると
ころもキャッチーだよね。それに合わせて
JUICYダンスっていう、曲と一緒に覚えや
すいダンスもあるいので、そこにも注目して、
聴いて頂ければうれしいです。あと、私がキュ
ンとした歌詞は“この頃キミにね 夢中過ぎ
るの ”と“ 伝えたい…”っていう歌詞。点
点点…です！　そこに女の子の気持ちを全
部伝えるというか、そこに込められた思いの
強さを表現したいと思いました」

楓「私は Dメロの “ 逢いたくなったらすぐ
Call me 寂しくなったら迷わず Tell me”っ
ていう歌詞にキュンときました。その歌詞か
ら見える関係性がいい！　女の子って、声
が聞きたいだけで電話をしたり、用がない
のに会いたくなったりするじゃないですか。
そこも共感していただけると思います」

夏恋「あと、PV では3 パターンの衣装を
着させていただきました！」

楓「クールでスタイリッシュなイメージのわり
とハピネスのイメージに近いものと、ダンス
が得意なメンバーが多いので、それを生か
せるようにちょっとかっこいいストリート感の
あるもの…」

夏恋「あとは、私と楓は専属でモデルもや
らせていただいているので、今風のファッ
ションを意識したもの。今年らしいガー
リーさを取り入れたものをみんなお揃いで
着ているので、いろんな Happiness をお
見せできると思います。エイベックスに移
籍して第一弾のシングルですが、今までの
Happiness からちょっと大人っぽくなったと
いうか、成長したところを見ていただける
PVになっています！」

楓「今回は最初から最後まで踊っている
シーンがメインで、ボーカルのリップシー
ン以外はあまりイメージシーンがないので、
Happinessを知らない人にも、どんなグルー
プなのかを知っていただけるPVになったん
じゃなかな。Happinessって、ダンスも踊
れてこういうグループなんだなって。あと、さっ
き夏恋も言っていましたけど、JUICYダン
スも楽しいので、ちょっとダンスに興味があ
るっていう方も真似しやすいと思いますし、
ダンスをやっている子は、ダンスメインなの
で、全部真似していただいたり、一緒に楽
しめるPVだと思います」

——7月には E-girlsとしては初となる待望
の単独ツアーを全国 3カ所で開催が決定。

夏恋「そして7月にはE-girlsとして初の単
独ツアーをアリーナでさせてもらえることにな
りました！」

楓「やったー！」

夏恋「今までと違って規模が大きいので、

すごくワクワクしてますし、E-girlsは、人数
が多いので、そういう大きいステージでも見
せられることがたくさんあると思います。これ
まで、イベントなどでファンの方と接してきて、
単独ツアーを楽しみにしてくださる方もたくさ
んいるって感じていたので、その期待にこた
えられるような、E-girlsらしい、ほかのアー
ティストさんにはないようなキラキラ感を出せ
るライブにしたいね」

楓「うん。来てくださる方に楽しんで喜ん
でいただきたいよね。そのために今からメン
バーやスタッフさんといろいろ考えていけれ
ば。来てくださった方がライブを見て、ハッ
ピーになったとか、元気がもらえたとか、
笑顔になれたとか、少しでも人の気持ちを
動かせるようなライブにしたい。そして、ま
たE-girls のライブに行きたいなって思って
もらえるようなものを作っていきたいです。ラ
イブについては、もう毎日すごく考えてます

（笑）。メンバー同士でもご飯を食べている
時に、こういうことしたら面白いよねとか、よ
く話しますね」

夏恋「E-girlsのメンバー会議では、メンバー
全員とか、時にはHIROさんも入って下さり、
意見をいう場があるので、そういうところで
もどんどん意見を言いたいです。たくさんの
スタッフさんもいてくれますし、案もみんな
で出し合えば、よりいいライブが作れると思
うので。例えばシングルを出すときにも、そ
れについてみんなで話し合う機会を設けて
下さり、意見を取りれてくれることもあるので、
とてもありがたいと思っています。素敵なラ
イブになると思うので、楽しみにしていて下
さい！」

Happiness
藤井夏恋・楓

E-girls のメンバーで Happinessとして活躍する藤井夏恋と楓。歌、パフォーマンスに加え、その抜群
のスタイルで女性誌の専属モデルをつとめるなど、女の子の間で人気上昇中の 2 人だ。そんな2 人が
5月28日に発売される、エイベックスへ移籍第一弾となる6thシングル『JUICY LOVE』に込めた思
いや、新しい Happinessを表現できたというPV のことなどについて語る。また、E-girlsとして初の単
独ライブや、プライベートの話、メンバーに対する思いを初告白。“Happiness のメンバーは家族 ”と
言う2 人の楽しそうなガールズトークに注目！

ニューシングルは恋する女の子に贈るノリノリのサマーソング

Happiness…みんなをハッピーにするガールズパフォーマンスグループ。デビュー前から Happiness とし
て EXILE のツアーやプロモーションビデオに出演し、ミスタードーナツの CM にも出演。2011 年 2 月、

『Kiss Me』でデビュー。2012 年 6 月、1st アルバム『Happy Time』をリリース、オリコン 10 位にランク
イン。2013 年 6 月に須田アンナ、川本璃の 2 名が新加入。8 人グループとなり、さらにパワーアップし
た Happiness 2nd シーズンが始動。EXILE の DNA を受け継ぐ本格的なダンスパフォーマンスを展開する。
ガールズ・エンターテインメント・プロジェクト “E-girls” としても活動中。

藤井夏恋（ふじい・かれん）1996 年 7 月 16 日生まれ。大阪府出身。A 型。164cm（写真：左）
楓（かえで）1996 年 1 月 11 日生まれ。神奈川県出身。O 型。168cm（写真：右）
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POSITIVE 金言 もし私のことを信じてくれる人がいるなら、私はどんな努力でもする。（ダイアナ・ロス）

Happiness のメンバーに会うことで元気になれる
—— 自分がポジティブだと思うとき

「私は嫌なことがあると、自分で解決しようと
して、それが余計にストレスをためてしまう
ことになるんですけど、そうなったら、自分
の意思で深く考えることをやめて、先を見る
ようにします。あえて深く考えず、もっともっ
と先を見て、嫌なことを忘れる（笑）。そう
いう面ではすごくポジティブな性格だと思い
ますね。メンバーが落ち込んでいるときは、
その子の性格を見極めて接します。何か聞

いてあげたほうがいいなっていう時は状況に
応じて、話を聞きますし、そっとしておいた
ほうがいいなっていう子の時は話しかけない
ことも。それは人それぞれですね。E-girls
は個人で活動しているメンバーが多いので、
ばらばらな事が多いですけど、久しぶりに
会った時とかは、Happinessに会っただけ
ですっごいストレス解消になる（笑）。今回
のように、シングルを出させていただくとき
は、Hapiness で集まる機会も増えるので、
それもうれしいです」

これからも進化して新しい
Happinessを見せていきたい

—— 今後の Happiness は？

「これからもHappiness の仲の良さで、新
しい Happiness を見せていければいいな
と思っています。今回のニューシングルの
“JUICY LOVE” でも歌詞に案を加えさせ
ていただいたりもしたので、そういう面では
もっともっと、よりHappinessとの距離を近
く感じていただきたいです。あと、共感をた
くさん得るような歌詞を自分でも、ボーカル
の 2 人でも書いていきたい。作詞家さんに
もいつもすごく素敵な歌詞を作っていただい
ているのですが、それに加えてボーカルだ
けじゃなくて、パフォーマーの子からもちょっ
とワードをもらったりしながら、今のリアル
感を足していけたらと思っています。より私
たちの年代の女の子の等身大の子にもささ
るし、幅広い年代の方にも私たちの思いが
伝わる気がしています」

—— 岡山の読者へメッセージ

「岡山へは行ったことがなくて、あまり行
く機会もないんですけど、E-girlsも含め、
Happinessとしても岡山のみなさんと仲良く
なりたいです！　Happiness のパフォーマン
スも生で見てもらいたいと思っていますし、
イベントなどで、Happinessとファンのみな
さんの距離を縮めたい。Happiness のメン
バーはすごくポジティブで元気で人見知りを
まったくしない子ばかりなので、皆さんとす
ぐに仲良くなれると思います！　あと、フルー
ツの中で桃が一番好きなので、ツアーの合
間とかでも、ひょっこり遊びに行くかも（笑）」　　　　　　

—— 一人になった時の自分は？

「休みの日はショッピングに行くことが多いで
す。自分で洋服選んで、メイクして。メイク
は人にしてあげるのも好き。あとは一人で
街を歩いてカフェに入って小説を読んだり、
音楽を聴いたりしています。ずーっとイヤホ
ンをして、自分の世界に入っています。あと
は、映画を見るのが好きなので、自宅で映
画鑑賞。ちょっとミステリアスな映画を並べ
て4 本続きで見たりとかして。ちょっとした

映画祭みたいになっています。ポジティブな
映画も大好きですが、意外と映画や小説
は暗い話も好き。暗い映画を見るときは一
人で部屋にこもって、明かりは真っ暗にして
見る。あれ？　これってポジティブなのかな

（笑）」
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POSITIVE 金言 チャンスは逃がしたら二度とこない気で貪欲になる。 （森下洋子）

メンバーやスタッフとのおしゃべりで笑顔になれる
—— Happiness はどんな存在？

「私、ストレスフリーなんです（笑）。ストレ
スがたまらない。っていうか、そもそもスト
レスって何なのかよく分かっていないかもし
れないです。だからストレスもなく毎日楽し
んでいます！　何かで解消しているのかな？
いろいろな人に常に笑顔だねって言われる
ので、笑顔でいることでストレスがないのか
も知れないですね。Happinessのメンバー
とは5年間一緒に、レッスンや寮生活をし
てきたので、大体のことは分かりますね。で

も例えばみんなで集まって車で移動する時
なんか、車内が揺れるぐらいうるさいです
（笑）。一人が曲をかければ、全員でその
歌を歌ってキャーキャー言って、常に笑って
います。一緒にいると本当に楽しいし、家
族みたいな存在です」

—— 一番楽しい時間

「人と話すことが大好きなんです！　もちろん
メンバーともそうなんですけど、お休みの日
とかは、事務所に来てスタッフさんとずっと

日本中にHappinessを
届けたい
—— パフォーマンスを通して伝えたいこと

「Happinessは LDH（所属事務所）の
“H”つまり“幸せ”なので、私たちは常に
パフォーマンスを通して、日本中に元気と
幸せを届けたいと思っています。パフォーマ
ンスを見て下さったお客様が、みんな幸せ
になればいいなという思いでやらせていた
だいているので、少しでもそれが伝われば。
Happinessとしては、これまでなかなか行
けてなかったところにどんどん行きたいです
ね。やっぱり直接ライブを見てもらったほう
が伝わることがたくさんあると思うので、日
本中のいろいろな地域に行ってライブをした
い。直接パフォーマンスを見てもらって、幸
せだったり、何か温かい気持ちだったりを
皆さんに届けられたらいいなといつも思って
います」

—— 岡山の読者へメッセージ

「これまでなかなか行く機会がありませんでし
たけど、ぜひ行ってパフォーマンスを見てい
ただき、直接皆さんとパワーの交換をできた
らいいなと思います。多分、岡山のみなさん
の中には、まだまだE-girlsやHappinessを
知らない方もたくさんいると思うので、イベン
トや生パフォーマンスを見ていただける機会
があればうれしいです。私たちもみなさんに
会えるように頑張るので、行くことができたら、
ぜひぜひ会場に足を運んでみて下さい。あと、
プライベートでは、最近東京から離れたとこ
ろに行ってみたいなと思っているので、岡山
には桃を食べに行ってみたい！　桃が大好き
なので、それを食べに行くだけっていうのも
楽しそう（笑）」

話をしていたりします（笑）。人と話すとい
ろいろとアドバイスをいただけるし。でもそ
んな仕事っぽい話じゃなくて、全然たわい
もない話も大好き！　すごく楽しくて、美容
院とかに行っても、美容師さんとずっと話し
ています（笑）。話しているだけで常に笑顔
になれますね。あとはお天気のいい日に歩
きながら音楽を聴いている時です。天気が
いいと、１時間ぐらいかかりますが、家から
事務所までとか、普段は電車に乗るような
距離でも歩きたくなります。そういう時は早
く家を出て、イヤホンをして自分の好きな音

楽をずっと聴きながら歩くんです。最高に気
持ちが良くって、ほんとにハッピーって思う
んです」

—— ファッションのこだわりは？

「スタイルがよく見えるファッションが好き。
重ね着とかあまりしないので、シンプルで、
いかにスタイルがよく見えるかというのにこだ
わっています」
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POSITIVE 女のカッコイイ時代創りましょう、ヨロシク！（真木よう子）金言

Happiness KAREN & KAEDE'S

POSITIVE ITEM
いつも前向きな夏恋と楓の気持ちがアガるポジティブアイテムを紹介

少女漫画（楓）
ちょっと切ない少女漫画が大好き！　ラブラブキュンキュンじゃなく
て、最後にはハッピーエンドになるんだけど、それまでにいろいろな
波があるやつ（笑）。今読んでいる『胸が鳴るのは君のせい』は、
仲のいい男友達がいて、その子に告白をするんですけど、振られちゃっ
て…。そこから、ライバルが出現したり、すごい展開があるんです。
もうドキドキしながら読んでいます。

晴れの日（楓＆夏恋）
晴れの日は無条件にテンション
が上がる（楓）。楽しくて一日が
早く感じるよね（夏恋）。晴れ
の日に家にいたり、スタジオに
こもっていたりするのがすごくイ
ヤ（笑）。なんかもったい
なくって 、外に出たいって
思っちゃう（楓）

MEANS

MEANS

Happinessのavex 移籍第 1 弾シングルは、リフレインされる心地よく耳に残るサビメロディー
と、女の子のキュートな恋する気持ちを歌った歌詞に、鋭く硬質なサウンドと強いビートを融
合させたスーパーソリッド&POPチューン。CD only 形態のほか、DVD 付き形態にはこの
新曲のMusic Videoを収録した作品をリリース！

6th Single「JUICY LOVE」
[CD+DVD] JUICY LOVE
2014-05-28　RZCD-59580/B  1944 円 ( 税込 )

[CD シングル ] JUICY LOVE
2014-05-28　RZCD-59581  1296 円 ( 税込 )

応募方法などの詳しい内容は「OKAYAMA MOVE UP」公式

facebook ページよりご覧下さい！

夏恋さんと楓のサイン入り色紙を読者 3名に
プレゼント！

PRESENT

OKAYAMA MOVE UP

映画（藤井夏恋）
映画を見ると自分の感情も豊かになるのを感じます。表情で感情を
読み取って、それを自分のパフォーマンスの参考にすることも。最近
は「さよなら渓谷」、「ヒミズ」、「霧島、 部活やめるってよ」を見ました。

MEANS
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POSITIVE 金言 チャレンジして失敗を恐れるよりも、何もしないことを恐れろ。（本田宗一郎）

Be POSITIVE
 Culture/Item/Entertainment and more
人に元気を与える人になるには、自分自身が元気でハッピーじゃなきゃ。ムカつくこと、悲し
いこと、情けないこと、失敗すること、心が痛くなる出来事…。毎日毎日嫌なことはあるけど、
ほんの少し見方を変えて見ることで、気持ちは前向きに立て直せるはず。そんな時、そっと背
中を押してくれるさまざまなモノ。友達、家族、ペットなど心許せるモノをはじめ、楽しい映画、
ノリノリの音楽、感動的な本など、心に響くものを誰でもひとつ持っている。また、それだけ

ではなく、髪形を変えたり、旅行に行ったり、美味しいものを食べたり、やってみたかった習
い事に挑戦したり、自分を変えてみることで、人生が楽しくなる方法もたくさんあるはず。そん
なポジティブになれる最強のカルチャーやアイテムやエンターテインメントなどをご紹介。あな
たの気持ちがハッピーになるようなモノに出会えますように。

　B 級グルメやフリーマーケット、音楽イ
ベントやアトラクションなどが集結し、『岡
山を元気に！ 岡山から日本を元気に！』と
いうテーマの下、地域の活性化と東日本
復興チャリティーを目的とした今年度から
開催されていく『夢の駐車場』。第１回目
は、早島マルハチ１P５S、早島マルハチ
２５の敷地内にある駐車場で行われた。
　1 週間前から雨だといわれていたが、
イベント当日は運が良く快晴。日差しがと
ても強く真夏日和。両日朝９時からイベン
トはスタートされ、徐々にお客さんも入っ
て来ている様子もちらほら見える中、子供
に大人気だったのが『ななちゃんのお家』、

『ななちゃんフワフワ』、『バルーンアート』。
ご遊戯をする際には募金を行うといった
チャリティーらしさが全面に出されている
アトラクションブースでした。また、各ブー
スにも同様、募金箱が設置されていて皆
さん快く、募金をしている光景がたくさん
見られました。
　お昼になるにつれて日差しが強くなって
いく中、開催されたステージイベント。な
なちゃんとプーデルが登場し、子供たちも
大興奮。写真を撮ったり、触ったりする

東日本復興チャリティー

『夢の駐車場』開催！
など、多いに喜んでいた。そして２日かぎ
りの生ライヴ。さまざまなジャンルのアー
ティストやダンスチーム、お笑い芸人など、
岡山出身で岡山を中心に活動を行ってい
る人たちが多数出演。『倉敷天領太鼓』
や『座・平面図』、『naom’ey』、『Lugz
＆ Jera』など、郷土愛を大切にしている
方ばかりで、とても元気になれるパフォー
マンスや感動するパフォーマンスなどで観
客を魅了していた。イベントスタッフも一
緒に盛り上がっている様子も見え、楽しい
ステージイベントとなっていた。
　そして、食のコーナーでは、B 級グルメ
やお菓子詰め放題コーナー、岡山県内の
特産品や、県外の方が県内で作られてい
る加工品などを扱っている『サンさん岡山』
も出店しており、皆さんお腹いっぱいに美
味を堪能していました。
　イベント最終日にはチャリティーオーク
ションが行われ、すべて完売し、寄付金
へとつながった。たくさんの夢がつまった
２日間。『夢の駐車場』は継続的に行わ
れるとの事。次回は、どこの駐車場に夢
を乗せるのでしょうか。今後にも期待だ。

　今回集まった寄付金は総額３３万９５１０円にのぼった。そして、今回集まった寄
付金は、OKAYAMA MOVE UPを通じて社会福祉施設等へお贈りするそうです。
具体的な寄付金の贈り先は、OKAYAMA MOVE UP 公式 FACE BOOK ページに
て近日公開との事。

Luzg&Jera
　僕は東京でずっと活動していたんですが東日本大
震災がきっかけで岡山へ帰って来て、地元での音
楽活動を始め、約３年経つのですが、僕の中で復
興から学ぶ郷土愛というところがあり、岡山を盛り
上げたいという大きなテーマがあります。その中で、
岡山だけで音楽活動ができる環境、基地を自分た
ちが作るというのが目標で、そして、これから若い
世代でアーティストになりたい子たちが岡山っていう
舞台が小さい舞台ではなく、岡山が大きい舞台と
なって岡山で音楽活動をし、有名になり、岡山か
ら発信をしていき、岡山でやっている事が全国につ
ながる動きになり、それが音楽を通じて大きなムー
ヴメントになるのが僕の夢です。   
オフシャルサイト http://www.lugz-and-jera.jp/      

玉川 洋輔
　僕の夢は、音楽活動でま
ずは岡山から盛り上げれた
らいいなと思っています。音
楽活動で岡山を盛り上げて
いき、全国へ出てさらに全
国から、シンガーとして岡山
を元気にしていきたいです。

座・平面図
　岡山でもイベントなどたく
さんある中で、もっとたくさ
んの人が参加して、積極的
になって岡山を盛り上げてい
きたい。

naom’ey
　私は小さい頃から歌う事
が大好きで、今の夢はまず
岡山の方全員にナオミという
名前を知って頂きたいです。

るもん
　まずは岡山でたくさんの舞
台に出て皆さんに知って頂
きたいです。そして、あわよ
くばテレビにも出たいですね

（笑）。
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神奈川県横須賀市出身。19 歳からダンスを始め、横須賀、横浜、東京などのクラブイベントで活動。2004 年 8 月、EXILE 主演ミュージ
カル「HEART OF GOLD 〜 STREET FUTURE OPERA BEAT POPS 〜」に出演。ダンススクール「EXPG」にてインストラクターをしながら､
さまざまなアーティストのバックダンサーとして活動。2007 年 1 月､新生 J Soul Brothers のメンバーに抜擢され、2009 年 2 月にデビュー。
同 3 月 1 日からは EXILE のパフォーマーとして多方面で活躍。出演中のアンファー「薬用スカルプ D」の CM が現在オンエア中。

『Changes』の稽古に励む、TETSUYA とメンバーたち

EXILE TETSUYA “ 男を上げる ”Monthly Column supported by ANGFA 

DANCEの道
第 20 回 まだ見ぬ一歩を踏み出す勇気
　毎年目黒川の桜はきれいですが、今年の
桜も最高に素晴らしかったです。短い期間
ですが毎年新しくつぼみが開いて花が咲く
のを見ていると、新入生や新社会人を歓迎
しているかのようで心が弾みますし、何か一
歩を踏み出す勇気を与えてくれる。そんなこ
の季節が僕は大好きです。
　EXILEも今月、いまだ見ぬ新しい一
歩を踏み出そうとしています！　 4 月27
日、日本武道館で行われるPEFORMER 
BATTLE AUDITIONで EXILEの新しいメ
ンバーが決まり、EXILE の第四章がスター
トします！　新たな力を迎え、思いっきり
パワーアップしたEXILEを皆様に楽しんで
いただけるように、PEFORMER BATTLE 
AUDITIONに臨みたいと思います。
　リハーサルでは、武道館用に振りを新しく
したり演出を考えたりと、たった1日のステー
ジを思い浮かべながらみんなで踊っている
と、すごくワクワクしてきます。ぜひ皆さんも

楽しみにしていてくれたらうれしいです。
　さて、ダンスアースプロジェクト舞台

『Changes』も本格的に稽古をしていま
す !　1 年ぶりに稽古場でお会いした岸谷
五朗さんはやはり最高な方です。お芝居の
難しさや素晴らしさ、稽古の大切さ、みん

なで一つのエンターテインメントを創り上げ
る喜びを日々教えていただいています !　ダ
ンスアースメンバー全員が全力で生み出す

『Changes』！なにやらすごいことになりそ
うです!　

　EXILE 新メンバーを決定するオーディ
ションの最終審査イベントが 27日、東京・
日本武道館で行われ、ファイナリスト11 人
のうち5 人が選ばれた。新たにパフォー
マーとして加わったのはシード参加から岩
田剛 典（ 三 代目 J Soul Brothers）、白
濱 亜 嵐（GENERATIONS from EXILE 
TRIBE）、関口メンディー（同）、一般参加
から山本世界、佐藤大樹。これにより“ 新
生 EXILE”は19 人で第 4 章に向けて始動
する。 
　ファイナリストとEXILE TRIBE によるパ

　累計発行部数 7500 万部を超える不良
漫画の金字塔にして男たちのバイブルを
映画化した大ヒットシリーズ最新作。映
画第 1 作『クローズ ZERO』で “ ワルメ
ン ”ブームを巻き起こし、続く『クローズ
ZEROⅡ』は前作をしのぐ大ヒット。それ
から5 年、ついに新たなるクローズ伝説
が幕を開ける！『ZERO』のその後を描く
オリジナルストーリーを、豪華なキャスト＆
スタッフで描く注目作だ。
　今回、新たに若き“ カラス” たちを演じ
るのは、豪華で旬な男優陣。主演には、『桐
島、部活やめるってよ』で日本アカデミー
新人俳優賞を受賞し、NHK 朝の連続テ

EXILEに白濱亜嵐ら
新メンバー5人が加わり19人に！

伝説の"ワルメン"映画がよみがえる！
『クローズ EXPLODE』

フォーマンスの後、ステージにHIRO が登
場。一人ひとり、HIRO から名前を呼ばれ
姿を現した新メンバーたち。会場の大歓声
に包まれて、号泣するメンバーの姿も。イ
ベント後の取材で HIROは、今回の新メン
バー選考について「人数は決めずに人あり
きで選考し、最終的にこの5人になりました。
新たな可能性を生み出してより強い EXILE
になれるのではと期待しています」と語った。 
　新生 EXILE は今後、7 月にニューシ
ングルをリリース。来年には単独ツアー

『AMAZING WORLD』を行う予定。

レビ小説『ごちそうさん』でヒロインの
相手役を務めた東出昌大を抜擢。さら
に、劇団朱雀の二代目として活躍する早
乙女太一、多彩な作品で存在感を発揮し
ている演技派 ･ 勝地涼、三代目 J Soul 
Brothers のパフォーマーとしても活躍す
る岩田剛典、『ふがいない僕は空を見た』
など難役でも評価される実力派 ･ 永山絢
斗、『誰も知らない』でカンヌ国際映画祭
最優秀男優賞を受賞、近年は『許されざ
る者』など話題作が続く柳楽優弥ら、同

STORY：新年度を迎えた鈴蘭高校では新 3年生たちが新たな “頂点 ”の座を狙っていた。しかし、頂点に最も近い男 ･強羅徹の前に、頂点争いに興味を示さない転入生 ･
鏑木旋風雄と、好戦的な暴れ者 ･加賀美遼平が現れたことで、かつてない内部抗争が勃発する。
監督：豊田利晃　出演：東出昌大、早乙女太一、勝地涼、岩田剛典、永山絢斗、柳楽優弥他／ 2時間 9分／東宝配給／全国東宝系にて公開中　http://www.crows-movie.jp/

世代のオールスターが集結。『青い春』『空
中庭園』などで高い評価を集める豊田利
晃が監督を務める。
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“ 頂点 ” の席を狙って繰り広げられる壮
絶な内部抗争の果てに待つ、鈴蘭高校の
ピンチとは…!?
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