


   OKAYAMA MOVE UP

撮影・神谷渚

日高光啓・伊藤千晃
AAA

デビュー9年目となるAAA。アーティストとして毎年毎年進化を遂げている
彼らのそのパフォーマンスは、ファンだけではなく、音楽通なリスナーをもう
ならせる。そんなAAAが、9月に42枚目のシングルと10月に9枚目のア
ルバムを発売。10周年のアニバーサリーイヤーを前に、9年目の作品につ
いて、そして彼らが今取り組んでいること、やるべきこと、そしてこれからや
りたいことを日高光啓と伊藤千晃が語る。

日本を元気に！

SPECIAL INTERVIEW
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　来年10周年というアニバーサリーイヤー
を迎えるAAA。これまでの9年は長かっ
たのか、それともあっという間だったのか。
日高（以下、日）「正直に言うと、どちらと
も言えるというのが、本当の気持ちです。デ
ビューした時のことを思い出そうとすると、
つい最近のように思えることも多いし、逆に
いろいろな事を振り返ろうとすると、小学生
のころを思い出すような感覚で、すごく記憶
の奥底にしまいこまれている思い出もある。
だから年月の長さより、濃密さを感じること
のほうが多いですよね。9年でシングルを
42枚とアルバムを9枚リリースしましたが、
どこかで活動のペースが緩まるとかがない9
年間だった。それは誇りに思うこともあるし、
それ以上にありがたいなと思います。必要と
してくれる人が常にいてくれるという状況を
身近に感じられた9年間ですね。そしてそ
れを胸を張って言える状況が今できている
のが一番ありがたいことだと思っています」
伊藤（以下、伊）「私も長かったとも短かっ
たともどちらとも言えるんですけど、まさかデ
ビューした時には10周年を迎えられるとは
思ってもいませんでした。というより、そこ
まで考える余裕がなかった。そう思うとすご
く早かったなと思うし、さっきだっちゃんが
言ったように、昔を振り返るとそれなりに、
濃厚な時間を過ごさせていただいたので、
長かったなとも思いますね」
日「うれしかった事、辛かった事両方あっ
たから濃いんじゃないかな。あまり経験に
慣れることなく、何年やっても初めての感情
とか、初めて体験することとかを感じながら
やってきたので、それが濃さにつながってい
ると思います」
　9月17日には42枚目のシングルがリリー
スされた。

活動のペースを緩めることなく密度の濃い9年間を走っている

日「歌詞の上では失恋の歌になっているの
で、そういう悲しみとか切なさとかが前面に
出ている曲なんですけど、曲全体の雰囲気
がすごく前向きな空気感を作っています。そ
れが逆に別れの瞬間の悲しみや切なさをつ
のらせるかもしれませんが、それはそこまで
の時間がすごく素敵な時間だったからそう
思うんじゃないでしょうか。だからその時間
をすべて愛することができたらそれはすごく
尊いことだと思うし、でも愛せたら愛せたで、
絶対に元に戻らないものだから、そこに切
なさもある。切なければ切ないほど前向き
だし、前向きなら前向きなほど切ないもの
だけど、別れを経験することは誰にでもある
ので、そういう時に別れを肯定して、前に
進むきっかけになれる力がある楽曲だと思
います。別れを愛せる曲ですね」
伊「ミュージックビデオもこれだけ恋愛を
綴った歌詞ですが、あえて現実的な世界観
ではなく、オルゴールの中でAAAが歌いこ
むという、あえてちょっとファンシーな世界
観を持たせて作りました。あまりベタにして

しまうより、どちらかというとこの楽曲を聞い
て、こういう恋愛があったなってそれぞれ聞
いた人が思い浮かべられたらいいなと。聞
いた人がミュージックビデオの世界観にとら
われることなく、そして楽曲の良さも生かし
つつという部分ではすごく素敵で納得のでき
る映像になっています」
日「本を読んだり、人と話をしたり、映画
を見たり、音楽を聴いていたりしても、それ
ぞれが受ける感情ってみんな違いますよね。
オルゴールの中の世界で僕たちが歌ってい
るのは、それを開けた人が見ている世界。
だからどんな気持ちで開けて、この曲を聴
いているのかは開けた本人しか分からない
し、100人いたら100通りの感情がそこに
あると思うんです。ですから、その開けた人
の気持ちに寄り添いたいなという思いですよ
ね。現実的じゃない空気感の世界で歌って
いる僕たちが、失恋したという現実を抱え
ながらオルゴールを開けた人の感情を喚起
させるマジックを持っているっていう感じか
な」

一木広治（ICHIKI KOJI）
株式会社ヘッドライン代表取締役社長  / 二十一世紀倶楽部理事事務局長  / ライオンズ日本財団評議員  / 
株式会社 LDH エグゼクティブプロデューサー / 株式会社ローソン顧問 / 株式会社モブキャストエグゼク
ティブプロデューサー  / アンファー株式会社顧問 / 東京 2020 オリンピック・パラリンピック招致委員会
事業広報アドバイザー / 淑徳大学人文学科客員教授
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　現在彼らは「AAA ARENA TOUR 201 
4 －Gold Symphony－」の真っ最中。
これまでホールツアーやアリーナでのライブ
を数多く行ってきたAAAだが、アリーナツ
アーは初めてだという。
伊「アリーナでのライブは何回かやらせて
いただいてますけど、初日から全公演アリー
ナツアーでまわるというのは初めてですね。
気持ち的には今までやらせていただいてい
たホールツアーと変わらないって思っていた
んですけど、やっぱり何千人の方の前でパ
フォーマンスするのと、何万人の方の前で
パフォーマンスするのは、終わったあとの疲
れが全然違う。その疲れを感じると、やっ
ぱりそれだけ自分もパワーを使ったんだなっ
て実感します。それは会場が大きくなれば
なるほど感じます。多分自分のパフォーマン
スや表現したいものがそれなりに大きくなっ
ていってるんだと思います。それは当たり
前なんですけど。でも、すごくやりがいのあ
るステージに立たせていただいているので、
その分楽しんでやらせていただこうと思っ
ています」
日「会場の規模が変わって人数が増え
たり減ったりしても人間が大きくなるわ
けなじゃない。だから１人がたくさん
いるという感覚なので、全部の１人
にちゃんと届けようっていうのは意
識しています。あと実際にアリー
ナはフィジカルな意味でどうして
も距離が出るので、それを埋め
たいとは思っています。精神的
な意味じゃなく、ほんとフィ
ジカルな意味で。肉体
的にもホールより近かった
ねって言ってもらえるような
ことをしたいと思ったし、実
際そういう考え方でやってきた。

これまではホールでやったものを
そのままアリーナに持って行ってやると

いう形だったので、ホールでやっていたこ
とのアリーナバーションだったけど、今回は
最初からアリーナでやる、アリーナで完結
するものを考えられるから、いろんなことが
可能になった。考え方次第では、離れ業
みたいなものも準備できるし、用意できるし、

アリーナでも全部の1人と近くにいたい
対策も取れる。その結果、ホールよりフィジ
カル的に近いと思ってもらえるものができる
し、セットや演出を含めてアリーナ仕様なの
で楽しんで見ていただけるんじゃないでしょ
うか」
　10月にツアータイトルと同名のアルバムも
リリースされる。
日「2年ぐらい前から、それまでやってい
たアルバムを出してツアーに出るという活動
ペースだと、不自由さが生まれるなっていう
感じになってきたんです。それで、ツアーや
アルバムを含め、1年を通したコンセプトを
決めようということになり、9年目の今年を
“GOLD SYMPHONY（ゴールドシンフォ
ニー）”として、ツアータイトルとアルバムタ
イトルにしました。7年目が“777（トリプル
セブン）”、8年目が“Eighth Wonder（エ
イス・ワンダー）”、そして9年目が“GOLD 
SYMPHONY”と周年に数字合わせも続い
ていて。“ゴールドシンフォニー”も9年
目だからベートーヴェンの第九からきてるん
です。来年は10周年だから“TEN”か…。
いっぱいありそうですけど、アニバーサリー
ですからしっかり考えないと。今回のアルバ
ムはすごく前向きな空気感があります。前
作の“Eighth Wonder”は意図的にそれま
でのAAAからの脱却っていうのを意識して
作ったんです。新しい扉を開けるとか、今ま
でやっていない世界観を構築するとか。そ
れでちょっと新しめのベースミュージックとか
EDMとかをメインにやったりとか、バラード
もほんとに音数少なくとかいうことを全曲で
やったんです。で、今作はそういう要素は入っ
ているんですけど、意図的にそれを入れよ
うとしたというより、これまで通過してきた9
年間の経験で、現在のAAAとして、自然
にそういう要素が出たという感じです。だか
ら逆にデビュー当時よりさわやかなんじゃな
いかっていうような楽曲とかも、それを経過
してきているから意識しなくてもそれを生み
出せる。結果的にバラエティーも今までのア
ルバムの中でもトップクラスに豊かになりまし
た。あと一番いいなと思うのは、そういうの
に迷いがない。すごく前向きでポジティブな
空気がアルバム全体を通して作れていること
ですね」
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　カウントダウンに入った10周年に向か
い、AAAとして目標に掲げているものは。
日「今年の“Gold Symphony”は、一言
で言ったら前向きに生きようとか、楽しもう
ということ。人は一人ひとりだとソリストだか
ら、AAAは7人のソリストが集まってひと
つの協奏曲とか交響曲を奏でている。それ
にスタッフさんが入って、そして数え切れな
い数の応援してくれる皆さんのところに届け
られ、そこにいろんな思いが重なって唯一
無二の誰にも真似できない何よりも尊いシ
ンフォニーが生まれる。それってすごく素敵
なことだと思うし、ポジティブなこと。だから
そこに関わった人全員まとめて、そんな素敵
な空間に連れて行きたいですね。コンダク
ターとして。意思と意図をもって。
“Gold Symphony”を奏でるのが今年だと
すると、来年の10周年は確実に応援してく
れるみなさんを喜ばせるために何かをするこ
とになるでしょうね」
伊「そうですね。まだ10周年を迎えていま
せんし、1年後を見るというより、目の前に
あるものをきちんとやって行きたいです。今
は。みんな個 に々思いがあると思いますがま
ずは今自分がやるべきことを7人が理解し
てやっていくということが10周年につながる
のかなと思っているので。やっぱり10周年
は節目の年でもあるので、そこをまず大事
に、目の前にあることをきちんとメンバーや
スタッフさんとで話し合っていいものを作っ
ていく。そうすると自然に10周年が思い出
深い、素晴らしいものになるんじゃないでしょ
うか」
日「10周年の記念に何もやらないというこ
とはないと思うので、先ほども言いましたが、
応援してくれている皆さんに喜んでいただけ
ることを何かしらやると思うんですけど、そ
の10周年の記念の何かが終わった時に、
全員が楽しかったねって言って家路に着い
てくれたらいいですね。全員っていうのは、
メンバーはもちろん、お客さん、関わってく
れたスタッフさん、今は関わっていないけど
昔関わってくれたスタッフさんなど、これま
でAAAに関係してくれた人みんなです。そ
ういう10周年の記念日が作れたら、その
瞬間にそれまでの10年の辛かったこともう

コンダクターとなり素敵なシンフォニーを奏でたい
れしかったことも肯定されると思います。で
もその瞬間を作るのって、その瞬間だけ頑
張ればいいということではなく、すべては積
み重ね。だから今から頑張る必要があると
思っています。それまで積み重ねてきたこと
の可否も問われることになると思うし、それ
が良かったこと、悪かったことも全部含めて
楽しかったねってなることが目標ですね。そ
れってあまり簡単なことじゃないと思います
けど」
　グループとしてだけではなく、個 も々マル
チに活躍している彼ら。グループとして、そ
して個人として挑戦したいことは。
伊「グループとしてはまだなかなか日本以
外のところでライブをやったことがないので、
ぜひ7人揃って海外でAAAを知ってもら
うパフォーマンスをやってみたいです。個
人的には海外レコーディングとかもそろそろ
やってみたいかな（笑）」
日「ひとつあげるなら、個人とかグループと
か関係なく夢があります。多分僕は音楽が
今みたいなビジネスモデルじゃなくなったと
しても、ずっと音楽をやっていくと思うので、
一緒に音楽をやってきた仲間や、とにかく自
分と関わった人、触れた人、みんなを幸せ
にするシステムを生み出せたら死んでもいい
かなって（笑）。ほんと、それは夢ですね」
　岡山のファンにメッセージを送って下さ
い。
日「岡山はライブで3回？4回？5回ぐら
い行っています。かなり行っているほうです
が、とにかく街がきれいで素敵な街っていう
印象があり、とても好きな場所でもあります。
今度行くことがあれば最高のステージをお
見せしますので、楽しみにしていて下さい」
伊「また機会があればぜひ行きたいと思っ
ていますし、私たちは結構ライブをいろいろ
な所でやっているので、近くに行った時は
足を運んでいただけたらうれしいです。これ
まで以上のパフォーマンスをお約束しますの
で、待っていてくださいね」
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AAA 日高光啓・伊藤千晃'S 

POSITIVE ITEM いつも前向きな日高光啓と伊藤千晃の気持ちがアガ
るポジティブアイテムを紹介

日高光啓
スポーツ選手のインタビュー。すごく論理的な
人も好きだし、動物的な人も両方好き。みん
なそれぞれいろんな哲学があるから、スポー
ツ選手のインタビューって結構しみるんですよね

（笑）。

伊藤千晃
おいしいごはんを食べていると幸せ。特にお
いしいお肉！　焼き肉とかステーキとか、お肉
だったらなんでも（笑）。お肉を一口食べると、
とたんにポジティブになれます（笑）。

ドイツのリチャード・カールソ
ンが書いた「小さなことにくよ
くよするな」。これは小 5 の時
の読んで衝撃を受けました。
読んだ瞬間に人生って楽しい
ことのほうが多いんだって思っ
たのを覚えています。

「アインシュタインの 150 の言
葉」。本というより名言集みた
いな感じなんですが、落ち込
んだ時に読むと元気になりま
す。けっして綺麗事を書いてい
るわけではありませんが、心
が前向きになれます。

INTERVIEW FOOD

BOOK BOOK

応募方法などの詳しい内容は「OKAY 

AMA MOVE UP」公式 facebook ペー

ジよりご覧下さい！
PRESENT

OKAYAMA MOVE UP

[CD+DVD] ￥1800（税別） [CD] ￥1000（税別）

42nd シングル
「さよならの前に」

9月 17日（水）発売

9th アルバム 
「GOLD SYMPHONY」

10月1日（水）発売

[CD+DVD+GOODS] 
初回生産限定 BOX 仕様 
コースター 7 種セット同梱  

￥5000 （税別）

[CD+DVD]  
￥4000 （税別）

[CD] 
￥3000 （税別）
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て。柔軟性が足りなかったんですね。でも、
過去の経験から、痛めたときの治し方やト
レーニング法も心得ていたのが良かったと
思います。無理しちゃいけないときってある
んですよ。撮影前に完治しないままトレーニ
ングしていたら本番入って、もっと大変こと
になるのが自分でよく分かっている。そうい
う面でも当時の経験が生きたのでは、と思
います」
　しかし本当にすごいのは、実際に高さ8.5
メートルからのジャンプをはじめ、劇中に登
場する難易度の高いアクションも唐沢自身
がこなしているということ。
「体というのはだんだん慣れてくるものです
ね。撮影の最後のほうはすっかり慣れて、
気持ち的には何でもやれそうな感じはしてい
ました（笑）。飛び降りは、高さの問題はあ
るけれど普通に飛び降りればいいので、さ
ほど難しいことではないんです。ただ、後半
のアクションシーンには体をひねるアクショ
ンなどもあるので、それがけっこうきつかっ
た。50歳になって2回転半ひねる人はな
かなかいないからね（笑）。やってみたら意
外とシャープにひねることができました。で
も、顔が映っていないから誰がやっている
のか分からないんですけど（笑）」

　スーツアクターという役どころだけにヒー
ロースーツや忍者の覆面で、唐沢の顔がほ
とんど見えない場面も多 あ々る。もったいな
いというか潔いというか…。
「“レッド”のスーツに入って、まったく顔を
撮影しないで1日終わった日もありましたよ。
俳優が、何のメイクもせず仮面をかぶって
1日終わるって…大丈夫なのか？と思いまし
たけど（笑）。とくにクライマックスの100
人斬りの場面では、ずっと忍者の覆面をし
ているので僕自身がアクションしていると分
からない人もいるかもしれませんね。でも、
それでいいと思うんですよ。この映画の本質
と合ってるんじゃないかと。日の目を見ない、
それでも誰かが見ていてくれると信じて頑張
る人たちの物語ですから」
　それこそ、かつて唐沢自身が身を持って
感じていた想い。10代で東映アクションク
ラブに入ったもののアクションスターへの道
は開けない時期が続いていた。
「そのころは若くて生意気でした（笑）。身
体も動けたほうだったので、調子に乗って
いた部分があったかもしれませんね。こんな
ところにいても一生芽は出ないよ、なんて偉
い人に言ってしまい、気が付いたらクビに
なったりとか。その後も仕事を頂きましたけ

　主演最新作『イン・ザ・ヒーロー』は“映
画を愛するすべての人に贈る奇跡の物語”。
唐沢自身も少年時代から映画好きだったと
いう。
「銀座によく映画を見に行っていたんです。
最初に自分で見に行ったのは『日本沈没』
（1973年）だったかな。『仮面ライダー』
の藤岡弘さんが出るというので見に行った
んだけど思っていたのとまったく違う映画
だったのでびっくりしてね（笑）。『ジョーズ』
とか『エクソシスト』といったハリウッド大
作にも圧倒されましたよね。正月は正月で、
父親と『男はつらいよ』を立ち見して、みん
なで一緒に泣いたり笑ったり。あと、よく見
に行ったのがブルース・リー。当時は入れ
替え制じゃなかったから日曜には1日映画
館にいて、同じ作品を何度も見ていましたよ
（笑）」
　ブルース・リーにあこがれた少年はいつ
しか同じ場所をめざし、アクションの世界
へ飛び込んだ。トレンディードラマで活躍す
る超人気俳優から社会派ドラマで存在感を
放つ演技派俳優へと経験を積み重ねてきた
イメージだが、実はブレイク前の唐沢が目
指していたのはアクションスター。東映アク
ションクラブに所属し『仮面ライダーシリー
ズ』でスーツアクターも務めた、本格アク
ションの経験者なのだ。40代になってなお
現役スーツアクターとして夢を見続ける主人
公・本城渉は、まさに唐沢の原点と重なる
役どころだ。
「プロデューサーの李鳳宇さんがこの企画の
話を持ってきたとき思わず、僕の経歴を知っ
ていてこの話を持ってきてくれたんでしょ？
と聞きましたよ。彼は全然知らなかったと
言っていましたけど（笑）。実際にスーツア
クターって本当にこんな生活なんです。最
初は、いつか顔を出すアクションスターにな
りたいと思って入ってくるんですよね。あの
ころの僕も、もちろんそれが目標でした。ア
クションもできる俳優になりたくて。だから、
40代後半の現役スーツアクターの話だと
言われれば、やらないわけにいかないですよ
（笑）。アクションシーンもあるということだっ
たんですが、気持ち的にはまだできるんじゃ
ないかと思いましたしね。若いころに結構で
きたから（笑）」
　役のため、撮影前からトレーニングとアク
ションの訓練を開始。さすが、すぐにカン
を取り戻したようだ。
「まあでもこの年ですからね（笑）。実際は
少し怪我もしました。筋膜を少し痛めちゃっ

SPECIAL INTERVIEW
『イン・ザ・ヒーロー』主演

唐沢寿明
観客に顔を見せることなく、ヒーローのスーツを着てアクションを行うスーツアクター。その
道 25 年のベテランについに訪れた大チャンス、それはハリウッド映画の超危険なアクション
だった！ 主人公のスーツアクター・本城渉役を演じられるのは唐沢寿明以外にいない。製
作陣にそう言わしめた理由とは !?

この役はやらなきゃいけない。
唐沢にそう思わせた最新主演作

日の当たらない場所にもヒーローはい
る。身を持って知った“ 修業時代 ”
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ど。普通、月謝を払っていてクビにはなりま
せんよね（笑）」
“日の目を見ない ” 時代のことを唐沢は宝
物のように語る。

「アクション監督の柴原さんも、当時から存
じ上げている方なんです。あのころ柴原さん
は宇宙刑事のスーツをやっていたんですよ。
僕は悪の手下をやっていました（笑）。僕に
殺陣の稽古をつけてくれたのはデンジマン
をやっていた竹田道弘さんという、すごく怖
い方でね（笑）。この人が実際に“ピンク”
のスーツアクターとして有名だったんですよ」
　彼らは本気でスタントをやっている、とリ
スペクトをにじませる。

「だって、当時の現場は本当に大変だった
んですよ。現在だと飛ぶシーンでワイヤーを
使いますけど、僕らの時代はピアノ線を使っ
ていたから、よく切れて落ちていました。僕
も“レッド”とか “ブルー ” が仮面も外さ
ないで救急車で運ばれていく姿を何度も見
ましたから。仮面をかぶると、本当に前が
見えないんですよね。目の部分に穴が開い
ているだけだったので、横なんて全然見え
ないんです。だからみんなで声を掛け合っ
て動きを合わせていたんですよ。当時は全
部アフレコなので、現場では“ ハイッ” “ ハ
イッ”と、掛け声を出しながらやっていたん
です」
　本作のクライマックスでも100 人を相手
にした見事な大立ち回りを披露しているが、
かつては時代劇の斬られ役も経験している。

「あの殺陣というのもけっこう経験が大事な

んですよね。きちんと居合から学んでいる人
と、1カ月くらい木刀で練習しただけの人で
は、どうしたって違いが出ます。斬られ役は、
ただ型を覚えるだけではダメなんです。時代
劇の主役ってすごく自由な人が多くて、本
番でテストと全然違うところを斬ってきたり
するんです（笑）。僕たち斬られ役は、どん
な体勢でも斬られなきゃいけないから、とに
かくその場で主役に合わせた動きをしなきゃ
いけない。松方弘樹さんも、本当に自由で
したね（笑）」
　その後、唐沢は演技の才能を見出され
二枚目のスター俳優としてテレビや映画に
引っ張りだこに。

「今までアクションをやってきた人間が、い
きなり爽やか路線をやってくれと言われて
も、なかなか厳しいものがありましたよ（笑）。
トレンディードラマなんて、思ってもみなかっ
た方向に進んだわけですけど、そうなった
以上は、なんでも全力でやらないと、と思っ
て」

　かくしてトップクラスの俳優として走り続け
る今でも、原点はアクション時代にあると語
る。

「あのころ僕は、いつも現場にいましたね。
スタッフの手伝いやアルバイトも山ほどやり
ました。東映の撮影所のあらゆる場所でバ
イトしたんじゃないかな。大道具さん、衣

装さん、照明さん…。いろ
んな仕事を覚えましたよ。
何にも生かされていません
けど（笑）。あのときは、
仕事のチャンスをつかみた
かったというのもあるけど、
現場にいれば誰かが見て
いてくれるという希望を感
じていたのかもしれません
ね。スタッフ側も経験した
ことで、僕は今でも現場で、
あまりわがままを言えない
んですよ。俳優って本当に
わがままな人が多いんです

（笑）。俳優なんて、1 人
じゃ何もできないのにね」
　本作は、自身の原点を
振り返るきっかけにもなっ
た。

「当時お世話になった方々
にもたくさん会えたし、楽
しかったですよ。僕のキャ
リアのすべてがここから始
まったんだと思うと本当に
感慨深いですね。現場で

全員に頭を下げて挨拶して回っていたことを
思うと…今も下げてるか（笑）。本当に、ア
クションの現場からキャリアを始めることが
できたのはラッキーだったと思います。礼儀
や協調性、正義感といったことは、みなあ
のときに学んだことです。今は迎合すること
も学びましたけど（笑）」
　本人は茶化すが、迎合しない姿勢こそ当
時から失われていないもの。

「実は今回も、もうアクションをやっていない
のでスタントマンにお願いしたい、と言って
もよかったんです。でも自分にはそれができ
なかった。経験者の意地みたいなものがあっ
たんですよね。やるならちゃんと努力してベ
ストを目指さなきゃ。観客には、ちゃんと分
かりますから」
　その意気込みは、現場の“ 後輩 ”たちに
も影響を与えたようだ。

「クライマックスで 100 人を相手にする立ち
回りがあるんですが、その斬られ役の中に
は、僕がアクションをやっていたことを知ら
ない若いスタントもいるわけです。“ 唐沢さ
ん、昔どこかでアクションをされていたみた
いですね ”なんて感じで。こっちも“いや僕
はもう君らみたいには動けないよ”なんて答
えつつ、体をひねる動きなんかをやってみた

りすると、がぜん目の色が変わるんですよ。
“ すいません！　俺、屋根の上から宙返り
で飛んでみたいんですけど ”なんて言いだ
したりして（笑）。それで結局、ドーンと落
ちて体を痛めたりね。負けず嫌いにもほど
があるだろと思ったんですけど。でもね、そ
ういうのけっこううれしいんです。ケガをす
るのがではなく、その負けん気が、うれしい
んですよね。だから僕もしつこく勝負したい。
逃げ続けないでやりつづけたいと思います。
…今のところね（笑）」
　今後はアクション作品への出演依頼も舞
い込みそうだが…。

「そういう役は全然来ないんですよ。刑事モ
ノでも、もっとちゃんとしたアクションをやれ
るのに…（笑）。まあ、今から話が来ても
“ちょっと今、身体の具合が…”と断ります
けどね。僕は正真正銘、トレンディー俳優
ですから（笑）」
　スーツの中に本当のヒーローがいるよう
に、一流の演技派俳優の中にアクションス
ターがいることもある。予想外の驚きと感動、
新たな発見がつまったこの秋イチオシの日
本映画だ。

（TOKYO HEADLINE・秋吉布由子）

現場で走り回っていれば、
きっと誰かが見ていてくれる。
だからこれからも走り続けたい。
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監督：武正晴　脚本：水野敬也　出演：唐沢寿明、福士蒼汰、黒谷友香、寺島進、和久井映見
他　主題歌：吉川晃司 ／ 2 時間 4 分／東映配給／全国公開中
http://IN-THE-HERO.com　©2014 Team REAL HERO

STORY：熱血漢でブルース・リーを崇拝する本城
渉は『下落合ヒーローアクションクラブ』の社長兼
スーツアクター。42 歳となった今も満身創痍の体を
抱えながら日々 奮闘している。ある日、スーツアクター
として出演中の『ドラゴンフォー』が映画化されるこ
とになり、数年ぶりに俳優として役をもらえることに。
ところが人気絶頂の新人俳優・一ノ瀬リョウにその
役を持っていかれたうえ、ハリウッド映画『ラスト・

ブレイド』のオーディションを受けるリョウにアクショ
ン指南を頼まれる。本城たちの努力と情熱に刺激さ
れたリョウは見事オーディションに合格。ところがそ
の映画で究極のスタントに挑戦するはずだったアク
ション俳優が、危険すぎると降板。困り果てたスタッ
フは日本アクション界のベテラン・本城に白羽の矢
を立てる…。

知られざるヒーローが起こす奇跡の物語『イン・ザ・ヒーロー』
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JAPAN MOVE UP
2020 年に向けて “TEAM2020” と連携！

ブログも人気の藤田さん。「ブログが上手いと経営者としても得をすると思います（笑）。僕は率直に、正直に書くというこ
とをモットーにしています。ネットはすぐウソがばれますしね（笑）」藤田さんは「若い経営者を100 人生み出します」と
“TEAM2020”アクション宣言　

日本のエンタメを海外へ
堀義貴氏さん（株式会社ホリプロ 代表取締役社長）

　ホリプロといえば、和田アキ子や妻夫木
聡、綾瀬はるから数 の々人気タレントが所
属する大手芸能事務所として知られる、ま
さに日本のエンターテインメント界をけん引
する会社。創設者、堀威夫氏の次男であ
る堀氏は、大学卒業後にニッポン放送に就
職、その後同社に入社し、30 代半ばにし
て代表取締役社長に就任。敏腕二代目リー
ダーとして、メディアから注目されることも多
い存在だ。
　この日のテーマは「エンターテインメント
で日本を元気に〜世界を目指せ !日本のエ
ンターテインメント」。堀氏は「ホリプロと
いうと、所属している俳優や歌手、お笑い
芸人などでご存じかと思いますが、うちの
年間売り上げ約 170 億円のうち、タレント

のギャラは4 割ほど。残りは舞台製作など
の売り上げになっています。そしてさらにそ
の半分は、実は海外事業の分になっていま
す」と語り「エンターテインメントの未来を
考えると、少子化が進む日本だけにとどまら
ず、海外を視野に入れることが絶対的に必
要。現在はインターネットの普及などによっ
て、日本のコンテンツもよく知られています。
日本ではそれほど有名でなくても、海外に
も需要があることは多い。特にアニメ人気
は高い。タツノコプロの株取得は、そういう
背景によるものです。うちでは今後『デスノー
ト』のミュージカル製作と、その海外公演
も決定しています」と明かした。
　第 2 部のレギュラー MCとのトークセッ
ションでは「これまで国内のエンタメは 9
割国内需要だったが現在はネットでニッチ
がつながる時代。すでに日本のコンテンツ
のファン層がいる。今がチャンス。遅いくら
いです。世界に打って出れば日本は元気に
なると思います」と意気込んだ。さらに「オ
リンピック･ パラリンピックは、日本のコン
テンツ力を世界に見せる最高の場。技術力
やホスピタリティーを発揮して、特にパラリ
ンピックを過去最高に盛り上げるといいので
は。少子高齢化社会に対する日本のアドバ
ンテージを見せる最高のチャンスになる」と
提言した。

掘氏は、2020 年を目指して日本を元気にしてい
くために「世界へ出かけていきます！」と MOVE 
UP 宣言 数十年後の国内需要と会社の売り上げを冷静に分析し行動する、堀氏の経営者としての姿勢に会場も共感

ITは常に変化し続ける
藤田晋さん（株式会社サイバーエージェント代表取締役社長）

「今日は、先ほどまで社内でムキになって話
していたことを、お話しようと思います（笑）」
と口火を切った藤田さん。「実はここ数年で
弊社の売り上げの内容がガラリと変わりまし
た。今、売り上げの大きな割合を占めてい
るのがスマホのサービスなんです。IT の現
場でプロデューサーもしている人間として、
今注目していることが 3 つあります。まず、
ネットは技術者が大事だということ。ちょう
どホリエモンから“ サイバーエージェントは
いつの間にか技術会社になったね ”と褒め
られたんですが、今はすでに技術会社では
もうダメで、クリエイティブな会社でなけれ
ばならないんです。ガラケー時代はクリエイ
ティブは不要で、見やすさのほうが重要視
されていましたが、スマホの普及とともにそ
れは一変しましたね。今は LINE のスタン
プやカードゲームのビジュアルのように、ク
リエイティブさが競争力になるんです。第 2
に、スマホの登場で映像や音楽の視聴スタ
イルが変わったこと。PCではなくタブレット
やスマホで再生する人が非常に増えました
ね。それで今後、受け身で楽しめるサービ
スが伸びるんじゃないかなと思っています。
僕自身、いちいち選んでダウンロードしたり
するのが面倒になっているので（笑）。そし
て最後に、ベンチャー投資ブームの復活。
僕も100 億円規模の藤田ファンドなるもの

を立ち上げたんですが、今は投資をする側
の会社より有望な投資先のほうが少なくて、
ちょっとしたバブル状態なんですけど、若い
経営者を育てるという意味でも、ファンドを
続けていきたいと思っています」と語った。
　第 2 部では、日本経済にも大きな影響を
与えるITビジネスの視点から“日本を元気
にする” 鍵を探るべく、世界と日本の IT の
現状の違いなどについてトークセッション。
2020 年に向けて、ITもさまざまに活用で
きると語りながら「でもITは常に状況が変
わり続けています。ビジネス的にも変化に対
応していかなければならないのが ITなのだ
と思います」と最前線であり続ける心構え
も説いた。

第2回
8/6
wed

ベクトル大学東京校  

代表・村川智博氏
岡山県を拠点にMOVE UP

プロジェクトを展開中

藤田さんは「若い経営者を 100 人生み出します」
と “TEAM2020” アクション宣言

第3回
8/26
tue

TOKYO MOVE UP オープンカレッジ
×

ベクトル大学東京校 
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ITは常に変化し続ける
藤田晋さん（株式会社サイバーエージェント代表取締役社長）

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。adidas と共同開発したダンスシューズを発表。絶賛発売中。

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

DANCEの道
想いの強さ or 効率の良さ
　毎日リハーサルで忙しい中、すき間を見つけ
て向かった先には素敵な砂浜と海が目の前に広
がっていました。時間って作ろうと願いさえすれ
ば意外とできるもんだなぁ...なんて感じた今日こ
のごろ、みなさんはどんな夏を過ごしていますか？
　僕は先月から変わらず毎日リハーサルをしてい
ます!　だんだんと形も見えてきて、お披露目す
る日が待ち遠しくなっています。先日、毎年恒例
になったツアー前合宿をさせていただきました。
本番と同じステージを建ててのリハーサルです！
　EXILE TRIBEみんなで朝から晩まで、作っ
ては話して作っては話して修正しての繰り返しで、
合間を見つけてトレーニング、寝る前にはその日
のリハーサルの映像チェック...本当にツアーの
ことだけを考えられる時間です。スタジオで作る
構成や頭の中でイメージした演出も実際にやっ
てみると思った通りにいかなかったり、大幅な変
更はしょっちゅうあるので、その度に作り直して
はやってみる。出演者もスタッフさんもものすご
い人数がいるので、ひとつの改善だけでも大変

な騒ぎです！　
　そんなことを繰り返すうちに思ったのですが、
想いの強さと効率の良さというモノは全く逆の
位置にあるモノなんだなぁ...と。人数の多い
TRIBEのみんなが全員納得できるものを創るに
は、一人ひとりのイメージや想いのすり合わせ
が必要になってきます。逆に効率よくもの作りを
しようとすると、みんなへの伝達やすり合わせが
おろそかになってしまい、想いの強いエンターテ
インメントではなくなる...もちろん何年も一緒に
いてずっとやってきたメンバーだけならできること
もあるとは思いますが、このメンバーは始まりも
違えば世代も違います。そんな僕たちが今回の
ツアーで立てたテーマが「挑戦」でした。想い
のこもった素晴らしいエンターテインメントで来て
くれる皆さんをおもてなししたい！　この想いはみ
んな一つなのであえて効率なんて二の次にしてみ
んなが納得できるツアーを目指しています。
　本番初日が近づいてきて全員のパフォーマン
スPowerが一気に上がってきているのを感じま

す！　もしダンスPowerメーターなんて物がこ
の世にあれば今のリハーサルスタジオに置いとき
たいですね（笑）。あっ！いつかEXILEパフォー
マンス研究所でそんなメーターを作れたら面白
いですね（笑）。
　現在進行中ですが、研究所では新しい試み
がスタートしました！　ダンスから音楽
を作ってみる！ということで、協力
してくれるドーベルマンインフィ
ニティのP-CHO君とSWAY
とトラックメーカーのネイキッ
ド君と共にダンスの可能性
を感じる素敵な曲を作りた
いと思っています。また一
つダンスの可能性を広げ
て行きたいと思っていま
すのでお楽しみに！
　夏も残りわずかですが
皆さん全力で素敵な季
節を楽しみましょう！

※TOKYO HEADLINE vol.625（9月1日発行）より転載

ringo


ringo


ringo


ringo
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ハント、五味、堀口…KO決着必至のカードがずらり
　世界最大級の総合格闘技イベント『UF 
C』。その約1年半ぶりの日本での開催とな
る『UFC FIGHT NIGHT JAPAN 2014』（9
月20日、さいたまスーパーアリーナ）の全
対戦カードが8月11日に発表された。
　メーンはマーク・ハントとロイ・ネルソ
ンのヘビー級戦（5分×5R）。ハントは
2001年のK－1WORLD GPを優勝。そ
の後、PRIDEなどでも戦ったことからご存
知のファンも多いだろう。2010年にUFC
に参戦して以降着実に白星を重ね現在ヘ
ビー級の8位にランクされ、ベルトが手に
届く位置までやってきた。
　過去2回の日本大会ではともにKOで勝
利、日本のファンを熱狂させた。
　対するネルソンはMMA21勝 9敗の実
績を誇り、現在ヘビー級の9位。6月に来
日し会見を行った際にはプロモーションも
兼ねて大相撲の出羽の海部屋に出げいこに
出掛け、まわしをつけて稽古に参加するよう
なキャラクターなのだが、実力は折り紙つき。
ミルコ・クロコップ、アントニオ・ホドリゴ・
ノゲイラという日本でもおなじみの実力者に
完勝している。
　ともに強打の持ち主で打たれ強さにも定
評がある。ヘビー級の王座を狙う立場では
あるが、試合が始まってしまえば細かいこと

UFC日本大会全カード発表

は気にせず目の前の相手を叩き潰すことに
集中する2人だけに、空前絶後の打撃戦
になることは間違いない。
　今大会はメーン以外の11試合すべてに
日本人、もしくは日本にゆかりのある選手が
出場する。
　最も注目を集めるのはやはり五味隆典。
五味はUFCにおいては4勝4敗なのだが、
昨年の日本大会での不可解な判定負けが
あり、実質現在4連勝といっても過言では
ない。6月の会見でもUFCのデイナ・ホワ
イト社長に「日本のファンが納得する相手
を用意してほしい」と要求。そして用意され
た相手はMMAで13連勝中、UFCでも
4連勝中の超新星マイルズ・ジュリーだ。ジュ
リーはライト級の9位に位置するトップファ
イター。勝てば五味のランキング入りも確
実で、念願の王座も見えてくる。
　日本人女子で初めてのUFCファイターと
なった中井りんにも注目が集まる。中井は
デビュー以来、16勝 1分け。満を持して

堀口恭司

6月 26日に都内で行われた会見で対峙したハント（左）とネルソン。真ん中はホワイトUFC 社長

中井りん

の参戦となる。対戦するミーシャ・テイトは
女子バンタム級2位の強豪。一筋縄では
いかないどころか、キャリア初の敗戦もあり
うる戦いだ。しかし勝利した場合は王座挑
戦も時間の問題。多くの男子の日本人格闘
家が目指し夢破れてきたUFCの王座を女
子の中井がひょいとさらっていってしまうかも
しれない。
　修斗の世界王者という実績を引っ提げ、
昨年10月にUFCに参戦し、ここまで2連
勝を飾っている堀口恭司は当初ランク上位
のクリス・カリアソとの対戦が予定されてい
たが、カリアソが8月31日のUFC 177で
世界フライ級王者デメトリウス・ジョンソン
への挑戦が決まってしまったため、ジョン・
デロスレイエスと対戦することとなった。しか
しデロスレイエスはMMAでの7勝はすべ
てKOもしくはサブミッションによる完全決
着で、5試合を1ラウンドで勝利というアグ
レッシブなファイター。ランキング外とはい
え油断のならない選手だ。

　このほかにも、初代戦極フェザー級王者
の金原正徳が念願のUFCデビュー、秋山
成勲の2年半ぶりの復帰戦など見どころの
多いカードが揃っている。

ringo

ringo

ringo

ringo
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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。

　オリジナル制作番組として CS 放送ファミリー劇場で
人気のオカルトバラエティー番組『緊急検証！』シリー
ズ収録のため、あの伝説の超能力者ユリ･ ゲラーが緊
急来日。同シリーズ第 9 弾『緊急検証！矢追純一は
実在した !? 〜会いに行ける矢追純一〜』に出演する
矢追純一と再会を果たした。2 人の出会いは 40 年前
にさかのぼる。
矢追「私たちは出会いも奇跡的でした。僕は彼の能
力のことを人づてに聞いて、ずっと会いたいと思ってい

たんですが、タイミングが合わずなかなか会えなかっ
た。そんな時にたまたま知り合った人が偶然にもユリ･
ゲラーの秘書だったんです。会うなり彼にハグをされて
“ 僕と君は前世で兄弟だった。夢で見て知っているよ”
と言われたんだよね（笑）」
ユリ･ ゲラー「矢追とは 40 年前に会った時から兄弟と
しての付き合いがずっと続くと思っていた。矢追に呼ば
れたら月からだって飛んでくるよ（笑）」
　不思議な縁で結ばれた 2 人。
矢追「僕はね、この世の中に不思議なことはないと思っ
ているんですよ。自分の知識にないことを不思議って
言っているだけで、知らないことのほうがたくさんある。
ユリ･ ゲラーと一緒にいても、いっぱい変な事が起きる
けど、慣れてくるとそれが当たり前だと思える。彼と一
緒にいたらなんでも受け入れられるんです」
ユリ･ ゲラー「矢追はすごい！ 特別な男。独特な感性
を持っていて、外部の世界の人とコンタクトを取れる能
力を持っている。以前、ホテルで一緒にいた時に、窓
の外にいるUFOと記念撮影をしたよね（笑）」
　10 月 25 日放送の『緊急検証！』シリーズでは、四
半世紀ぶりにテレビ共演する2 人。その放送を記念し、
テレビ初の再放送となる矢追氏が手がけた木曜スペ
シャル3 本も特集放送決定。矢追純一×ユリ･ゲラー、
40 年前の大ブームが再燃 !?

ユリ・ゲラーと矢追純一が四半世紀ぶりにテレビで共演！

『緊急検証！矢追純一は実在した!?〜会いに行ける矢追純一〜』
10月25日（土）23 時 30 分〜 24 時 30 分／再放送：10月26日（日）17 〜 18 時【特設サイト】http://www.fami-geki.com/kinkyu/09/【問い合わせ】
ファミリー劇場カスタマーセンター　TEL：045-330-2177（平日9 時 30 分〜 18 時 30 分※祝日除く） 
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　日本はもちろん海外でも熱狂的なファン
を持つキャラクターたちを演じる、キャス
トたちにも注目。主人公 ･ ルパン三世を
演じるのは、TVドラマ、映画、舞台と活
躍する小栗旬。本作では、数か月に及ぶ
アクショントレーニングと8 キロの減量を
行い、おなじみの赤ジャケットが見事に似
合う“ ルパン体型 ” を作り上げた。コミカ
ルさ、ニヒルさ、カッコよさ…ファンが愛
するルパンの魅力を存分に楽しませてくれ
る。ルパンの相棒で天才ガンマン ･ 次元
大介には実力派俳優 ･ 玉山鉄二。髭を
たくわえたこれまでにないイメージで、寡
黙ながら雄弁な存在感で男も惚れる次元
像を体現。居合いの達人 ･ 石川五ェ門
役には話題作への出演が続く綾野剛。雰
囲気満点のたたずまいと名台詞、迫力の
アクションでファンを喜ばせてくれる。そし
てルパンを翻弄し続けるヒロイン ･ 峰不二

子役を黒木メイサ。本作では黒木のコス
チュームも見どころの 1 つ。ゴージャスか
つセクシーな姿に男女問わず目が釘付け
になりそう。そしてルパン一味の宿命の敵、
ICPO の銭形幸一警部役には海外作品で
も活躍する浅野忠信。原作のイメージぴっ
たりの風貌と口調に、ファンも絶賛間違い
なしだ。
　キャラクターだけでなく、ルパンと仲間
たちの出会いや、一味結成までのくだりも
語られるので原作＆アニメのファンも必見
だ。国民的作品の醍醐味を生かしながら
見事なアクションエンターテインメントに
仕上げたのは『あずみ』『ゴジラ FINAL 
WARS』の北村龍平監督。2008 年から
ハリウッドに拠点を移し国際的な作品を
手掛けてきた北村監督ならではの演出力
にも期待大。

STORY：首飾りにルビーをはめ込んだ古代ローマの秘宝、クリムゾン･ ハートをめぐる陰謀にまきこまれたル
パン三世は秘宝を奪うべく仲間とともに超巨大要塞型金庫 “ナヴァロンの箱舟 ”を狙う。

監督：北村龍平　出演：小栗旬、玉山鉄二、綾野剛、黒木メイサ、浅野忠信他／ 2 時間 13 分／東宝配
給／ TOHOシネマズ 日劇他にて公開中　http://www.lupin-the-movie.jp/

あの “ 怪盗 ” がスクリーンに登場！
『ルパン三世』

日本マイクロソフト株式会社　9月4日（木）発売 参考価格 3 万 9980 円（税別） 【定価】本体 1600 円（税別）【発行】幻冬舎

©2014 モンキー ･ パンチ／「ルパン三世」製作委員会

待ちに待ったあのハード、ついに日本上陸！

Xbox One 
体感せよ！ 小説で味わう料理の感動

『麒麟の舌を持つ男』著者：田中経一 
　国外ではすでに発売され、ここ日本
ではファンがその上陸を待ちわびていた
Xbox One が 4 日、ついに発売となった。
最先端の技術を投入したゲームが楽しめ
るのはもちろん、テレビ番組やインターネッ
ト、映画、アプリなどさまざまなエンター
テインメントを楽しめるのが特徴だ。
　家庭用ゲーム機でインターネットを介し
て世界中のゲームファンと対戦するといっ
た遊び方はすでに必須となっているもの
の、本機には最先端のアルゴリズムが搭
載され、最適なプレイヤー同士をマッチン
グさせる機能がついていて、誰もが白熱し
たプレーを楽しめるようになっているのも
特徴だ。　

　主人公の佐々木充は、絶対音感なら
ぬ、絶対味覚を持つ料理人。しかし、完
璧ゆえに妥協を許さず、その結果自分の
店を潰してしまい、今は死期が迫っている
人のリクエストに応じ「最期の料理請負
人」をやっている。この仕事は、高額な
報酬と引き換えに、依頼人が人生の最後
に食べたいという思い出の味を完璧に再
現するというもの。おおっぴらに看板は出
せないものの、それなりに依頼は舞い込
んでいた。そんなある日、佐々木のもとに、
楊と名乗る中国人から連絡があり、奇妙
な仕事を依頼される。それは、第二次世
界大戦中に満州で政府の特命を受けた
料理人・山形直太朗が作ったという幻の
レシピ『大日本帝国食菜全席』を再現す
るというもの。しかも、春夏秋冬の 4 冊、

　たくさんのソフトも一挙に登場する。最
高評価を獲得し続けレーシングゲームシ
リーズ『フォルツア モータースポーツ』の
最新作、人気のゾンビゲームシリーズ最
新作『デッドライジング 3』といった最新
ソフトを始め、既存タイトルも発売される。
　最先端のハードとソフトで秋の夜長を
楽しもう！

計 204 のレシピが書
かれている同書を探す
ことから始めるという依
頼だった。その存在す
らも疑わしいものだが、
これまでとは桁違いの
高額な報酬と料理人と
しての好奇心から佐々
木はこの仕事を引き受けた。それをたどっ
ていくうちに彼はとんでもない事実を知る
のだが…。『大日本帝国食菜全席』とは
一体なんなのか？ そしてそのレシピに隠さ
れた秘密とは？ TV 番組「料理の鉄人」
のディレクターによるエンターテインメント
ミステリーだ。

岡山から全国へ！

中村 ヒロキ 玉川 洋輔

★コンサート情報
【日時】9月23日（火・祝）／ 18:30（開場）、19:00（開演）
【会場】山陽新聞 さん太ホール【料金】2500 円（前売）、3000 円（当日）【チケッ
ト取り扱い】山陽新聞社サービスセンター　岡山県岡山市北区柳町 2- １-1　
TEL：086-803-8222

★コンサート情報
食事を楽しみながら、
コンサートを楽しめる空間

「玉川洋輔ソロコンサート
〜 DREAM STATION 〜」

【日時】10月 5日（日）
18:30（開場）、19:00（開演）

【会場】Hallelujah
岡山県岡山市北区表町 2-3-3 宇野
乾テラス ２F

【料金】1500 円（前売）、2000 円（当
日）

【チケット取り扱い】Hallelujah　
TEL:086-225-2515

【注意事項】飲食持ち込み不可、
飲食オーダーは別料金

奇跡のジュエリーボイス、中村ヒロキ待
望の２nd Single 「ホシフルヨル」が全国
発 売。 ※ TSUTAYA・ タ ワ ー レ コ ー ド・
HMV 等、全国 CD ショップにてお取り扱
いしております。

オカヤマレコード
絶賛発売中
価格 1000（税別）
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桃瀬美咲
岡山県出身の女優でタレントの桃瀬美咲は、あの「ホリプロタレントスカ
ウトキャラバン」で、綾瀬はるからが受賞した審査員特別賞受賞をきっ
かけに 芸能界入り。テレビや映画、グラビアと幅広いフィールドで活躍、
現在はBSTBS「釣り百景」などにレギュラー出演中。さらに、岡山県を
PRするおかやま観光特使やファジアーノ岡山の特命PR部女子マネジャー
を担当。岡山のためにも日々活動している。そんな桃瀬が岡山の魅力や
PR活動ほか、女優としての夢や目標について告白。また、意外と(?)男性っ
ぽい趣味についても語る。

撮影・野口岳彦

ringo

ringo

ringo

ringo
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「生まれも育ちも岡山で、両親も祖父母もみ
んな岡山の生粋の岡山県人です（笑）。高
校2年生で東京に出てくるまで、ずっと岡
山市内に住んでいました。芸能界に入った
きっかけは、15歳の時に現在所属している
ホリプロの「ホリプロタレントスカウトキャラ
バン」です。そこで綾瀬はるかさんも受賞
された審査員特別賞をいただいて、事務所
に入りました。それ以前に東京に来た時に
もスカウトをされたことがあったんですけど、
もともと芸能界にあまり興味がなく、怖いイ
メージだったのでお断りしていました。でも、
スカウトされたことで少しこういう世界に興
味がわいてきて、そのタイミングでこのオー
ディションのことを知って挑戦してみようと。

ファジアーノ岡山の女子マネとして地元を盛り上げたい

岡山は家族を守ってくれる私の帰る場所

ホリプロやタレントスカウトキャラバンの名前
は私も両親も聞いたことがありましたし、和
田アキ子さんや榊原郁恵さんなど、すごい
芸能人の方がいっぱいいるということも知っ
ていましたので、そのへんも安心感があり
ました。そのタレントスカウトキャラバンで、
審査員特別賞をいただい時に、岡山県出身
ですって胸を張って言えるように、また自分
自身故郷を忘れないようにこの芸名をつけ
ました。桃太郎の桃と、瀬戸内海の瀬で桃
瀬です。そのおかげというわけではないのか
も知れませんが、2011年からは岡山観光
特使を、そして2013年からはJリーグファ
ジアーノ岡山特命PR部女子マネジャーを
やらせていただいています。すごく名誉なこ

とですし、岡山県のPRになるお仕事をさ
せていただけるのはとても光栄に思っていま
す。ファジアーノ岡山の特命PR女子マネ
ジャーとしては月に2回ぐらい、ホームゲー
ムがあるときに岡山に応援に行っています。
最初はサッカーには全然詳しくなく、ルール
どころか何人でやるスポーツなのかも知らな
かった（笑）。でも今年はマネジャー2年
目で、月に何度も生で見ているので、だい
ぶ詳しくなりました。私の背番号もそうです
が、サポーターの背番号が12番目の選手
という意味でみんな12番なので、前の11
人が戦ってるんですよね。この覚え方変で
すか（笑）。でも選手の名前もばっちり覚え
ていますよ」

「岡山は晴れの国というだけあって、気候も
穏やかですし、果物もおいしいし、とても
素敵なところです。でも…なんか中国・四
国地方の中でもいまいちマイナーっていう
か（笑）。みんな人がいいからあまりガツガ
ツ前に出ないからかな？　方言も広島に似
てるって言われますし、広島はすぐにお好
み焼きとか牡蠣とか思い浮かぶみたいだけ
ど、岡山ってどこにあるんだっけ？って感じ
で、場所もあまり分からない方が多い県な
気がします。フルーツ王国ですし、桃やマ
スカットもそれなりに有名だし、瀬戸内海の
魚もママカリとかサワラとか美味しんですけ
ど、ちょっとピンとこないっていうか…。強
いていうと桃太郎って言われますが、そうな
ると名物がきびだんごになっちゃうし。だか
ら、私がファジアーノ岡山の女子マネジャー
として、岡山観光特使として、アピールして
いきたいなと思っています。今はJ2ですけど、
今季は調子がいいので、絶対にファジアー
ノ岡山をきっかけに盛り上げたいな。今は
岡山愛に溢れている私ですが、最初からこ
んなにアピールしていたわけじゃないんです。
もちろん岡山にちなんだ芸名をつけていた
だいてはいましたが、生まれ育った場所と
いうだけで、それ以上でもそれ以下でもな
いというか…。でも岡山ってたくさんいいと
ころがある。そして大好きな家族がいて帰る
場所があるって思ったんですね。そんな時
に、岡山のお仕事が段々増えてきて、私が

岡山を応援しない理由がないと思って。そ
う思ってからは、たまにニュースで岡山って
聞こえると、反射的に見ちゃうし、東京で
大岡山っていう駅を通るとうれしかったりし
てます（笑）。やはり15歳まで住んでいた
街ですし、岡山が大好きだなっていう気持
ちを再認識しました。ですから、これからも、

ファジアーノ岡山の女子マネとして、サッカー
から岡山を盛り上げ、桃瀬という名前と一
緒に全国の人に知っていただけるようになり
たいなと思います」　　　

ringo

ringo

ringo

ringo
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「岡山で公開されるかどうかは分かりません
が、この秋、私が出演した『アルプス女学園』
と『トリハダ－劇場版2－』という映画が
公開されます。また、来年2月には岡山が
舞台の映画「でーれーガールズ」が公開さ
れます。原作は、青春時代を岡山で過ごさ
れた作家の原田マハさんの小説で、私も出
演させていただきます。物語には、1980年
ごろの実際の岡山の場所が実名で登場す
るほか、市内のあちこちで撮影が行われる
と聞いて、すごくワクワクしています。東京
から岡山に引っ越してきた女の子と親友に
なった女の子の友情の物語なんですが、わ
だかまりを持ったまま別れてしまい、30年
後に再会するというちょっと切なさの中に暖

かさがある素敵なお話です。その映画が、
もうすぐクランクインで、オール岡山ロケな
ので、また岡山に行くお仕事が増えそうで、
今からとても楽しみにしています。映画の公
開はちょっと先ですが、ぜひ今から注目して、
公開を楽しみに待っていて下さいね。また、
ファジアーノ岡山が今季好調なので、ぜひ
スタジアムで生の試合を体験してほしいで
す。生の感動や迫力、それに地元のチーム
への愛着を感じていただけるはず。サッカー
を知らない人もおいしいと評判の屋台が出
たり、お祭りのような雰囲気だったりと楽し
めると思います。私もファジアーノ岡山のホー
ムの試合の選手入場時にピッチにいますの
で、観スタで会いましょう！」    

岡山が舞台の映画「でーれーガールズ」に出演決定！

MISAKI'S
POSITIVE ITEM

ドライブが大好きです。岡山に帰ったら、家族で出かける時は私が運転しま
すね。いつもは両親が運転しているので、ちょっとゆっくりしてもらいたいって
思うので。もちろん運転も大好きです。

HOBBY

ドライブに欠かせない音楽は、ロックが多いです。アシッ
ドブラックチェリーさんとか。一人の時はガンガンですが、
家族と一緒の時は、その中でもちょっとポップでかわいい
『チェリーチェリー』とか（笑）。

MUSIC

好きな食べ物は焼き肉！　週に2回ぐらいは行っちゃいま
す。行く時は2人とか3人の少人数の女友達と行くこと
が多いですね。人見知りなので…。一人焼き肉は怖くて
まだしたことがないです（笑）。

FOOD

桃瀬美咲さんの直筆サイン色紙を抽
選で5名にプレゼント。応募方法など、
詳しくは『OKAYAMA MOVE UP』
公式Facebookページをご覧下さい！　

桃瀬美咲の直筆サインプレゼント！PRESENT

OKAYAMA MOVE UP

ringo

ringo

ringo

ringo
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