








新しいツアーのキックオフシングル『ROUTE 66』発売中 !!

【SG+DVD】3800 円､【SG+DVD】3000 円､【SG】1000 円 ※すべて税込【SG+DVD】3000 円は EX FAMILY OFFICIAL CD・DVD・DVD SHOP、LDH official mobile CD/DVD SHOP、mumo ショップ限定商品

　インタビューでもふれたようにシングル曲は、古き良
き時代のロックンロール調。ざらついた風合いの楽曲か
らは匂いたつダンディズムを感じる。
　SHOKICHIは、タイトルトラック、そしてカップリン
グの『LastGoodbye』の両方で作詞・作曲クレジットに

他クリエイターとともに名を連ねている。
　タイトルトラックについては「メロディー、トラック、
ビート、パフォーマンス。それにライブでどうなるってい
うのが頭にあったので、それを歌詞にした」と言い、こ
の曲のアイデアの断片が生まれ具現化して曲にするとこ

ろまで、一気に進めたようだ。ライブツアーのテーマ曲
のような、「こんなライブにしたい」というアイデアで構
築された曲からは『ROUTE 66』を愛車で飛ばす、自ら
のスタイルのある男が浮かぶ。その男は決して欲望を隠
したりしない。ストレートでワイルド、だから魅力的だ。

　シングルは、3 形態で rhythm zone から発売される｡ 
DVD にはタイトル曲のミュージックビデオとライブ映
像を収 録。EX FAMILY CLUB OFFICIAL CD・DVD 
SHOP、LDH official mobile CD/DVD SHOP などで限
定発売されるタイプには、シングル制作のドキュメンタ
リー映像も収録している。

EXILE 
THE SECOND

Special 
Interview

　人気グループの EXILE を筆頭にした EXILE TRIBE を担うグループ、EXILE 
THE SECOND（以下、THE SECOND）が着実に存在感を増している。先日、
ニューシングル『ROUTE 66』をリリース。この曲は、10 月にスタートする全国
ツアーのテーマソングでもあるという。彼らがいま、届けたいこととは。橘ケンチ
と EXILE SHOKICHI に聞く。

THE SECOND への注目度と需要が上
昇しっぱなしだ。EXILE TRIBEにあっ

て、ワイルドさでアピールする“ 意外と”
レアなグループ。彼らは、すでに自身の代
名詞ともなりつつあるサマーチューン、そ
れ以外にもアゲアゲのパーティーチュー
ンなど、さまざまな楽曲を通じて、男の魅
力をプンプンさせ、女性のみならず男性も
トキめかせている。
　最新シングル『ROUTE 66』（ルート・
シックスティーシックス）では、ロックン
ロールでファンを腰砕けにする。この曲は、
ボーカルの EXLE SHOKICHI が作詞・作
曲クレジットに名を連ねている。
EXILE SHOKICHI（以下、SHOKIC
HI）「この曲は、ツアーのテーマソングなん
です。前回のツアーをしている時、ありが
たいことに、次のツアーが決まりました。
それで、どんなツアーをやろうかなって考
える中で、自分の頭の中で鳴り出した音が
あったんです。それがきっかけというか同

時でもあるんですけど、こうしたらいいん
じゃないか、ああしたら今のツアーを超え
られるものができるんじゃないかって、イ
メージが湧いてきたんです。その時点では
漠然としたイメージではあったんですが、
そのまま、みんなにプレゼンしました」
橘ケンチ（以下､ ケンチ）「THE SEC
OND では、こうやって進んでいくことが
多いです。『ROUTE 66』に限らず、曲
に関しては SHOKICHI が “ この曲どうで
す？” ってリードしてくれて、みんなで肉
付けしていきます。やりたい演出だったり、
コンセプトだったり、それぞれのメンバー
のアイデアを随時共有しています。THE 
SECOND については、すべて自分たち発
信でやっているので、大切な作業ですね」
　ライブがあってこそ生まれた曲。このよ
うにライブを意識した音からのスタートが
多いという。
SHOKICHI「イメージしやすいんです。
みんなで共有もしやすいしアイデアも浮か
びやすい」
ケンチ「浮かび始めたものが定まってく
るとスピードも早くなっていくので、SHO
KICHI が音にして提案してくれるのは、す
ごい助かります」
　楽曲は、SHOKICHI が 1人で米ロサン
ゼルスに飛んで、完成させた。
SHOKICHI「曲の断片は前回のツアー

“ 頭の中で鳴り出した音があって、
　新しいツアーは前回を超えられる
 イメージが湧いてきた！”

     　――EXILE SHOKICHI



最新アリーナツアー 10.28 キックオフ
「EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2017-2018 “ROUTE 66”」

　全国で 40 万人以上を動員した初の全国ア
リーナツアー（5 月まで開催）の興奮もまだ冷め
ないうちに、最新アリーナツアーが決定。10 月
28日の神戸・ワールド記念ホールを皮切りに、
長野、愛知、福井、北海道など全国10 都市を

巡る（9 月7日現在）。関東圏は、年明け 2018
年 1月31日、2 月1日のさいたまスーパーア
リーナ。メンバーは本ツアーについて、「6 人そ
れぞれが進む道には、６人それぞれの物語があ
る。だけど、その道は、ひとつの未来へ辿り着く。

さあ、新たな旅を楽しもうぜ」とコメントしてい
る。セカンドの新しい旅、メンバー 6 人それぞ
れの旅、重なり融合する 6 つの人生の旅を見
届けて。

ROUTE 66
の早い段階ででき始めていて、ツアー中
にトラックメーカーとやりとりしながら制
作を進めていました。LA に行ったのはフ
レッシュな感覚が欲しかったから。ライ
ティングセッションは日本でかなりやって
いることもあって変化が欲しかったんで
す。それで、LA に行ってみよっかなって

（笑）」
ケンチ「SHOKICHIは、LA やアメリカが
好きですから、時間さえあれば行きたいっ
ていつも思ってると思いますね。『ROUTE 
66』は、コンセプトからも、LA で録った
ほうがいい感じもありましたし、行くんだ
ろうなって。SHOKICHIは成長しようとし
ているんだと思います。僕のイメージとし
ては、日本とアメリカを行き来しながら活
動して、現地のバイブスを感じながら、バ
ランスとってやっていきたいんだろうなっ
て。そういう SHOKICHI が THE SECO
ND にいることは、僕らにとってもありが
たいことです。どんどんやってきてくださ
い！　よろしくお願いします！って感覚で
す（笑）」
　LA で得たフレッシュな感覚は期待以上
だった。「生みの苦しみっていいますけど、
この曲は、自分のなかでもトップレベルに
生みの苦しみがなかった」と、SHOKIC
HI。
　完成した楽曲を聞いてケンチは「ライ
ブ中の風景が浮かんだ」という。
ケンチ「ツアーのメインとなるテーマ曲と
聞いていたのもありますけど、ここで人が
出てきて、ここにメンバーがいてみたいな。
舞台全体の絵が見えましたね」
　すでに、ツアーのセットリストもフィッ

クス。あとは『ROUTE 66』とともに、本
番に向かっていくばかりだ。最後に、ツアー
のタイトルが 66 ではなく「6・6」である
理由を尋ねた。
SHOKICHI「シックスティーシックスで
はなくて６人６通り。メンバー 6 人それぞ
れにライフワークのようなソロプロジェク
トがあります。僕らはアーティストである
けれど、クリエイター集団であるというこ
とをお見せしつつ、THE SECOND のエ
ンターテインメントを作り、みなさんに楽
しんでいただきたい」
ケンチ「1人のアーティストでありつつグ
ループの一員でもあるってことは、それぞ
れの活動がグループに還っていくし、そ
の逆ももちろんある。それは EXILE で学
んだことでもあるんです。THE SECOND
は 6 人がそれを色濃くやっていかなきゃな
らないと思っています」
　6 人には6 通りのルート、生き方がある。
それが集まったときに、THE SECOND 
のエンターテインメントができる。彼らの
“6・6”は近くあなた自身の目で見られる。

撮影・辰根東醐　スタイリスト／ jumbo（speedwhee
ls）、橘ケンチ・ヘアメイク／水野明美（H.M.C）、EXI
LE SHOKICHI・ヘアメイク／大木利保

EXILE SHOKICHI　  橘ケンチ

「

」

“メンバー 6 人それぞれが
 アーティストであり、クリエイター。
 THE SECOND はそれを
 色濃くやっていかなきゃならない”

―― 橘ケンチ

























　いよいよ来月、10 月の 14、15日に千葉県の幕張にて開催
する『DANCE EARTH FESTIVAL 2017』や、10 月末から
始まるEXILE THE SECOND LIVE TOUR 2017-2018「ROU
TE 6･6」のリハーサルがスタートしました！　間違いなく怒涛
な毎日になりますが（笑）、ドキドキ & ワクワクしています。

　DANCE EARTH FESTIVAL は昨年初めて開催して、最高
の天気にも恵まれて、たくさんの方々に喜んでもらえた一日を
お届けすることができましたが、今年は開催日程が 2日間と
パワーアップしてさらに多くの皆さんに楽しんでいただける場
所と時間と音楽とDANCE、食べ物、飲み物を用意して、“お
もてなし”したいと思っております。14日のヘッドライナーに
は GENERATIONS from EXILE TRIBE、そして15日には EX
ILE THE SECOND がヘッドライナーとして出演するので見逃
せませんね !!　…そうなんです 15日はダブルヘッダーなんで
す（笑）。そして DANCE EARTH PARTYとしては今年も開
会宣言から最後まで、フェス全体を通して神出鬼没に、いろ
いろなブースやステージに現れて盛り上げていこうと思います
し、今年の夏にいろいろな各地のフェスやお祭りでパフォーマ
ンスをしてきた集大成となるLIVEをお届けしようと、USAさ
んも Shizuka ちゃんも気合入っていますので僕らの音楽の旅
を二日間通して体感しにきていただきたいです！

　そして昨年の 10 月から今年の 5 月まで行われた EXILE 
THE SECOND の全国アリーナツアー "WILD WILD WAR
RIORS" から早いもので半年が過ぎ、この短期間のうちにま
た全国ツアーができることは本当に幸せなことだと思いますし、
日頃から応援してくださっている皆さんのおかげだと心から感
謝しております。先日メンバーやスタッフさんとツアーの顔合
わせをした後に、決起食事会をしたのですが、何年もの間、
LDH アーティストの LIVEを作ってくださってる方や、前回の

ツアーのスタッフさんがほとんどで本当に力強く、心強いです。
職種は違えど、皆さん物作りのプロで、本当にその仕事が大
好きで楽しんでやっていることが伝わってきて話が尽きません
でしたし、楽し過ぎて少々飲み過ぎてしまいました（笑）前回
のツアーはうれしいことにスタッフさんも含めて、たくさんの
皆さんに喜んで頂けたものになりましたが、EXILE THE SE
COND の色がしっかりと提示することができたので、今回の
ROUTE6・6 へのプレッシャーもメンバーみんなが感じていま
すが、とにかく音楽を楽しんで DANCEを楽しんでいる姿を全
国の皆さんに伝えて、心から楽しいと思っていただこうとこち
らも気合入っていますので、ぜひお楽しみに !!

　自分は幸せなことに、EXILE THE SECOND も DANCE 
EARTH PARTYも兼任しているので DANCEをする機会をた
くさん与えていただいています。これも自分が DANCEを始め
て、夢を持ち、夢を叶え続けさせてもらっているからだと思い
ますし、それはすべて EXILE の存在のおかげだと改めて感じ
ています。先輩方がいて、僕らがいて後輩たちがいることが、
僕の踊る意味にもなっていますし、誇りです。

　来年 2018 年はいよいよEXILE 再始動の年です。その近い
未来をリアルに感じながら今できることを一生懸命にやらせて
いただいて、さらに大きなパワーを持って、LOVE DREAM & 
HAPPINESSを、皆さんにお届けしたいと本気で思っておりま
すので、この先もぜひ安心して LDH エンターテイメントにつ
いてきていただけけたらと思います。
　夏も終わり、2017 年の終盤も感じてきました！　1日1日
を大切にしながらこの先も自分の好きなこと、やりたいことを
思いっきり楽しみたいと思いますので、皆さんも体調には気を
つけて、お仕事や、勉強など頑張ってください（^O^）v

（TOKYO HEADLINE vol.698　2017.9.11発行号より）

19 歳よりダンスを始め、EXILE PROFESSIONAL GYM にてインストラクターを務める。
2007 年に、二代目 J Soul Brothers のメンバーに抜擢され、2009年2月25日に、アルバム

『J Soul Brothers』でメジャーデビューを果たす。そして、同年 3月1日に EXILE 新メンバー
として加入し、2011年には、THE SECOND from EXILE としても活動を始める。また、個
人活動として 2011年に月刊 EXILE にて、自身が所長を務める『EXILE パフォーマンス研究
所』の連載を開始する。 2013 年、眠り of the year 2013「ベストネムリスト」の受賞を果
たす。2014 年４月、淑徳大学人文学部表現学科の客員教授に就任する。そして、2015年４
月に EXILE ÜSA が活動を行っている DANCE EARTH PARTY の正式メンバーに選ばれる。
そのほか、役者としてドラマや舞台に出演するなど、さまざまな活動を展開し、エンターテイ
メントの可能性を広げている。

第62回

EXILE TETSUYA

僕が踊る意味
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