2021 年 2 月 7 日（日）
株式会社ゼスト

SKE48 次作シングルカップリング曲の
「ティーンズユニット」メンバー投票企画、速報発表！速報１位は？！
名古屋・栄を拠点に活動を続ける SKE48 が、本日 2 月 7 日 17 時より、SKE48 劇場で『SKE48 28th シングル カップリング
収録「ティーンズユニット」メンバー投票企画 速報発表イベント』を開催、この模様が YouTube、DMM にて配信されました。

投票企画対象メンバー（前列左より）荒野姫楓、石黒友月、上村亜柚香、坂本真凛、杉山愛佳、中坂美祐
（2 列目）平野百菜、岡本彩夏、川嶋美晴、水野愛理、相川暖花、浅井裕華、倉島杏実
（3 列目）末永桜花、深井ねがい、石塚美月、伊藤実希、⿁頭未来、澤田奏音、杉山歩南、林美澪
※鈴木恋奈は体調不良のため本日不参加

「ティーンズユニット」投票企画は、「応援してくださるファンの皆さまとともに、新たな SKE48 を作り上げたい!」という想いから、28th
シングルのカップリングに収録する楽曲の新たな「ティーンズユニット」のメンバーを、ファンの皆さまからの投票によって選出するという企画。
2 月 3 日にリリースされた 27th 最新シングル「恋落ちフラグ」のセブンネット限定盤（https://bit.ly/3oUDw37）に封入されてい
るシリアルナンバー付き投票券で投票ができる他、SKE48 公式ファンクラブ「SKE48 Family」会員や SKE48 Mobile などのサービ
スの会員にも投票権が付与されています。
本日、イベントの MC は、SKE48 キャプテン兼 SKE48 劇場支配人の斉藤真木子と、アシスタントとして SKE48 チーム S リーダー
の松本慈子が務めました。
斉藤真木子から本企画の候補メンバー名が読み上げられ、候補メンバーが登壇。続いて速報の発表がされるかと思いきや、
「SKE48 のティーンズを超えたメンバーから激励の言葉を頂きたいと思います」と斉藤真木子から紹介され、江籠裕奈が登場。
江籠は、「昔から『えご天』なんて呼ばれていました。『えごちゃんマジ天使』略して『えご天』。でもこれに対して何も疑うことはありませ
んでした。だって私は天使だから」など冗談を飛ばし、会場にいる候補メンバーの笑いを誘いながら「私も同じグループの一員としてみん
なの頑張りをしっかりと見届けたいと思っています。先輩として応援にきましたので頑張ってください」と激励しました。
続く「ティーンズを超えたメンバー」二人目は大場美奈が登場。「私自身、ティーンズでなくなってからもう 9 年も経つのかと衝撃を受け
ております。」と冗談を交えながらも「ファンの人と一緒に勝ち取るユニットって今までなかなかないことだから、夢だったり自信を付けて
SKE48 をもっともっと引っ張っていってほしいと思います。今日の結果を受けて、更に明日からファンの人達と一緒に頑張ってください!」
と激励しました。

さらにスペシャルアクトとして、「チャンスを掴んだこの方に一曲披露していただきたいと思います」と斉藤真木子が紹介すると、野島樺
乃が登場。野島は『第一回 AKB48 グループ歌唱力 No.1 決定戦』で優勝し、その副賞として提供されたソロ楽曲「夢の在処へ」を
アカペラで披露。歌詞にある前向きなメッセージを候補メンバーに伝えました。
そして、本イベントの本題である、速報発表が始まると、スタッフがジュラルミンケースを持ちステージに登場。厳粛な雰囲気の中、「先
程集計をいたしましたティーンズユニット企画の開票速報をお持ちしました」と伝え、速報が記載されている封筒を斉藤真木子が受け
取りました。斉藤真木子が速報結果を 6 位から順に読み上げると、読み上げられたメンバーがステージに登壇し、一人ずつ今の想い
をコメントし、速報発表イベントは幕を閉じました。
速報順位は以下の通り。
1 位 末永桜花
2 位 浅井裕華
3 位 上村亜柚香
4 位 相川暖花
5 位 岡本彩夏
6 位 水野愛理
SKE48 公式 YouTube チャンネルでは、所属チームごとの『未来は少女たちの手の中』PR タイム争奪チャレンジムービーや、全 22
名のメンバーそれぞれの PR ムービーを公開中。投票期間は 2 月 25 日（木）迄（セブンネット限定盤販売は 2 月 11 日迄）と
なるので、是非ご注目ください。
【メンバー コメント】（年齢は 2/7 本日現在）
1 位 末永桜花（18 歳 チーム E 7 期生）
なかなかファンの皆さまに会えないこの状況で、ファンの方が応援してくださっているのか気になっていたんですが、こうして応援してくださっている
ことを直接感じられる素敵な結果をいただけて、すごく嬉しい気持ちでいっぱいです。まだ結果ではないのですが、ティーンズとして SKE48 の未
来だなと思ってもらえるよう頑張りたいと思います。こうしてファンの皆様が応援してくださることがすごく嬉しいですし、忘れずに応援してくださって
いて安心しました。私も皆さんに笑顔や希望を与えられるようなメンバーになれるよう、慢心せずに頑張っていきたいなと思いました。

2 位 浅井裕華（17 歳 チーム E 7 期生）
速報 2 位ということで、あくまでも速報なんですが、すごく嬉しくて飛んじゃいそうです（笑）。3 位が呼ばれた瞬間にもう無理かなって思ったの
ですが、2 位で呼んでいただきメチャメチャ嬉しかったです。でも、この現状の満足するのは悔しいので、このまま上だけを目指していきたいです。
ティーンズユニットに入るのも大きな目標なんですが、入って W センターになるというのが夢の一つでもあるので、このまま皆さんと一緒に頑張れ
たらいいなと思います。私はユニットに選ばれたことがなくて、すごく悔しい思いをたくさんしてきました。ユニットに選ばれるということは私にとってす
ごく特別なことなので、この企画でチャンスを頂けることに感謝しています。

3 位 上村亜柚香（17 歳 チーム S ドラフト 2 期生）
率直な気持ちは本当に嬉しいです。自信がなくて、呼んでもらえても６位、５位かな、って思っていて、６位、５位と発表されて名前を呼ば
れなかったので、もうないかな、って正直思ってしまっていました。予想もしていなかった３位で呼んでいただけて本当に嬉しかったです。今回の
イベントは今までになかったイベントだと思うので、嬉しさ半分不安半分という気持ちですが、楽しんで臨みたいと思っています。ファンの皆さん、
投票してくださった皆さん、ありがとうございます。25 日まで気を抜かずに頑張っていきたいと思いますのでこれからもよろしくお願いします。

4 位 相川暖花（17 歳 チーム E 7 期生）
とても嬉しいんですが、驚いている気持ちが大き過ぎてぐちゃぐちゃな感じです。今回のイベントが始まったときはとても不安で、こういう投票系の
イベントは自分から遠いことだと思ってしまうところがあって・・・。今回速報ではあるんですが、名前が呼ばれて本当にびっくりしました。６人のユ
ニットメンバーということで、誰が選ばれても素敵なユニットになると思うし楽しみだなって思います。ファンの皆様には感謝を伝えたいです。ずっと
自信がなかったんですがランクインすることができて自信を持てるようになりました。本当にありがとうございます。

5 位 岡本彩夏（18 歳 チーム KⅡ 9 期生）
速報でまさか自分が入っていると思わなかったので、すごくびっくりしました。今日速報が出るまでの間もファンの皆さんから「応援してるよ」とか
「投票したよ」という声を多くいただいて、応援してくださっているのを知っていたので、結果を見ることができてとても嬉しいです。でもまだ速報な
ので油断してはいけないと思いますし、この後もファンの皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。この企画を知ったとき、やっときたチャンス
だと思って、絶対に掴み取りたいと思っていますので、引き続き一緒に頑張っていただけたら嬉しいです。

6 位 水野愛理（18 歳 チーム KⅡ ドラフト 2 期生）
速報でランクインさせていただき、とても嬉しかったんですが、6 位でギリギリだったので、焦る気持ちが出てきてしまい、不安で複雑な、総選挙
の時の気持ちを思い出しました。ファンの方に期待していただいているので、皆さんにたくさん応援したいなと思ってもらえるよう、自分でもチャン
スを掴みにいきたいと思っています。W センターの一人になれるように、本番までお力を貸していただけたら嬉しいなと思います。今年は「恋落
ちフラグ」収録のユニット Black Pearl のメンバーに選んでいただいたりしたので、いい波に乗って勝負の年にしたいし、SKE48 らしさを忘れず
に頑張りたいなと思います。

◆SKE48 28th シングル カップリング収録「ティーンズユニット」メンバー投票企画 概要
『未来は少女たちの手の中に』
「応援してくださるファンの皆さまとともに、新たな SKE48 を作り上げたい!」という想いから、28th シングルのカップリングに収録する楽
曲の「ティーンズユニット」のメンバーを、ファンの皆さまの投票によって選出。この「ティーンズユニット」は、10 代のメンバー22 名の中か
ら、6 名を選出、W センターを予定しています。
【投票対象メンバー】
◎ Team S
荒野姫楓、石黒友月、上村亜柚香、坂本真凛、杉山愛佳、中坂美祐、平野百菜
◎ Team KⅡ
岡本彩夏、川嶋美晴、水野愛理
◎ Team E
相川暖花、浅井裕華、倉島杏実、末永桜花、鈴木恋奈、深井ねがい
◎ 研究生
石塚美月、伊藤実希、⿁頭未来、澤田奏音、杉山歩南、林美澪
【投票権】
27th 最新シングル「恋落ちフラグ」のセブンネット盤（https://bit.ly/3oUDw37）に封入されているシリアルナンバー付き投票券、
または SKE48 Mobile などのサービスの会員
※詳細は特設サイト（https://avex.jp/ske48/27th_vote/）にてご確認下さい。
【投票期間】
2021 年 2 月 2 日（火）12:00（正午）～2 月 25 日（木）23:59
【セブンネット限定盤 販売期間】https://bit.ly/3oUDw37
2021 年 2 月 11 日（木）23:59 まで
※投票は特設サイト（https://avex.jp/ske48/27th_vote/）にて投票。
※投票についての詳細は特設サイトにてご確認下さい。

★SKE48 28th シングル カップリング収録「ティーンズユニット」メンバー投票企画 特設サイト
https://avex.jp/ske48/27th_vote/

★『未来は少女たちの手の中』
SKE48 28th シングル カップリング収録 「ティーンズユニット」メンバー投票企画
速報発表イベント生配信（アーカイブ）
https://youtu.be/VUKVT-VBCeg

★SKE48 27th シングル 「恋落ちフラグ」
2021 年 2 月 3 日（水）発売
商品情報詳細⇒http://www.ske48.co.jp/discography/?id=1024&select=single
★収録内容
■(Type-A）
品番:AVCD-94969/B、AVCD-94972/B、AVC1-94976/B
価格:¥1,676（tax in）
＜CD＞
01.恋落ちフラグ
02.Memories ～いつの日か会えるまで～（松井珠理奈）
03.恋落ちフラグ off vocal
04.Memories ～いつの日か会えるまで～ off vocal
＜DVD＞
01.恋落ちフラグ Music Video
02.Memories ～いつの日か会えるまで～（松井珠理奈） Music Video
03.松井珠理奈 12 年の軌跡 2008 年-2020 年
■(Type-B）
品番:AVCD-94970/B、AVCD-94973/B、AVC1-94977/B
価格:¥1,676（tax in）
＜CD＞
01.恋落ちフラグ
02.Change Your World（Black Pearl）
03.恋落ちフラグ off vocal
04.Change Your World off vocal
＜DVD＞
01.恋落ちフラグ Music Video
02.Change Your World（Black Pearl） Music Video
03.Black Pearl「Change Your World」 Music Video Documentary&SKE48 劇場デビュー12 周年特別 LIVE
■(Type-C）
品番:AVCD-94971/B、AVCD-94974/B、AVC1-94978/B
価格:¥1,676（tax in）
＜CD＞
01.恋落ちフラグ
02.あの頃のロッカー（Passion For You 選抜）
03.恋落ちフラグ off vocal
04.あの頃のロッカー off vocal
＜DVD＞
01.恋落ちフラグ Music Video
02.あの頃のロッカー（Passion For You 選抜） Music Video
03.SKE48 27th Single「恋落ちフラグ」 Music Video Documentary
■(劇場盤）
品番:AVC1-94975
価格:¥1,047（tax in）
＜CD＞
01.恋落ちフラグ
02.音の割れたチャイム（カミングフレーバー）
03.恋落ちフラグ off vocal
04.音の割れたチャイム off vocal

■SKE48 公式 HP
http://www.ske48.co.jp/
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