2021 年 3 月 13 日（土）
株式会社ゼスト

「SKE48 非公式ちゃんねる Presents SKE48 公式 LIVE」開催！
ティーンズユニット初お披露目＆江籠、野島ソロ LIVE!!
名古屋・栄を拠点に活動する SKE48 が、本日「SKE48 非公式ちゃんねる Presents SKE48 公式 LIVE」を開催。「ティーンズ
ユニットお披露目 LIVE 未来は少女たちの手の中」、「江籠裕奈ソロ LIVE くぎづけたいむ!」、「野島樺乃ソロ LIVE 希望とは
…」の 3 公演と、それぞれの最速感想放送を配信いたしました。

ライブは、名古屋ボトムラインにて開催。「SKE48 非公式ちゃんねる」にて独占生配信されました。
第 1 部はティーンズユニットメンバーでのライブ「ティーンズユニットお披露目 LIVE 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『未来は少女たちの手の中』で選ばれた上位 6 名のお披露目となる初
LIVE となりました。
投票 1 位となった坂本真凛とメンバー全員からの「みんな投票、ありがとう!!」という御礼から LIVE はスタート。「ハッピーランキン
グ」、「キスだって左利き」、「はにかみロリーポップ」と、アイドルらしい可愛らしい楽曲を次々と披露します。水野愛理が「明日はホワイト
デーなので、私たちから皆さんに愛をお返ししたいと思います。私たちからの愛、受け取ってください!」と呼びかけ、「チョコの奴隷」をパ
フォーマンス。MC をはさみ、そろって先月 19 歳になったばかりの W センター 坂本真凛、末永桜花が、自分たちで選んだ「鳥は青い
空の涯を知らない」を歌います。続く「狼とプライド」は通常 2 名のユニット曲ですが、6 名全員が 3 組のペアとなり、新鮮な形でオーデ
ィエンスを魅了しました。「体育館で朝食を」では 6 名の息の合ったダンスを見せ、「あっという間の少女」では上村亜柚香がマイクを持
ちながら片手で側転を披露。配信画面上に賞賛のコメントがあふれました。アンコールでは手にタンバリンを持ち登場。「僕らの風」、
「初恋の踏切」、「未来の扉」と瑞々しい曲で締めくくりました。
メンバー全員からティーンズユニットに入れたことと、こうして LIVE ができていることへの感謝の気持ちをファンの皆様に伝え、坂本は
「今日の LIVE と（28th シングルの）楽曲をもらうだけじゃなくて、もっともっと活躍の場を広げていけるように、皆さんにティーンズユニ
ット最高だなと思ってもらえるように、皆さんを楽しませていきますので、これからも応援よろしくお願いします」と決意を新たにしました。
上村も「今日は 6 人なんですけど、6 人以外にも素敵なティーンズがいっぱい SKE48 にはいるので、これからの SKE48 の未来をファ
ンの方に楽しんでいただけるように私たちも精一杯頑張っていきたいと思います」とこれからの飛躍を誓い、客席からは温かな拍手が送
られました。
【坂本真凛 コメント】
このステージに立ってこうして活動できるのは、ファンの皆さんの応援はもちろん、いろんな方々の支えがあってのことだなと改めて幸せを
感じることができたライブでした。
セットリストも私が好きな曲がたくさん詰まっていて、SKE48 のファンの方々にとっても楽しんでいただける内容になったのかな?って思い
ます。センターはとても緊張しましたが、ちょっぴり成⾧したであろう私を是非見てくださいー!
【末永桜花 コメント】
今回ファンの皆様のお陰で立つことができたステージで、最高に素敵な思い出ができました!

真夏の野外ライブにも勝る汗の量で久しぶりに多くのファンの皆様と盛り上がる事ができて、とっても楽しかったです!
これからもティーンズのメンバーも勿論ですが、SKE48 をずっと好きでいてくださると嬉しいです!
改めて投票をしてくださった皆様、本当にありがとうございました!
これからも皆様からの期待に応えられように精一杯頑張りたいと思います!

第 2 部は「江籠裕奈ソロ LIVE くぎづけたいむ!」。客席では江籠のメンバー・カラーのピンクと黄色のサイリウムが光ります。
江籠は、1 曲目の「初日」でステージ上に後ろ向きで登場。コンサートの初日を迎えるという曲を歌いながら客席の光景を目にして自
分に重ねてしまい、涙があふれてきてしまいますが、なんとかこらえて歌い切ります。「今日はゆうなにく・ぎ・づ・け、江籠裕奈ソロライブ
盛り上がっていくぞー!」と笑顔で、シングル初選抜メンバーとなった楽曲「コケティッシュ渋滞中」を披露。初めて聴いた時から絶対やり
たいと思っていたという「人生の無駄遣い」ではクールなダンスでオーディエンスを魅了しました。MC では、「今回セルフプロデュースで、
曲順とかダンスとかも全部自分でやったんですけど、念願のソロライブということでパッと皆さんの表情が見えるのがいいなと思って、『初
日』を後ろ向きから始めたのが全ての間違いでした。あんなに泣くと思わなかった。リベンジさせて。お願い!」と、スタート時に泣いてしま
ったことを反省。客席に懐かしい顔をみつけたと話し、「アイドルが MC 中に水を飲むのが LIVE っぽくて好き」と水を飲み「わー、夢が叶
った」と喜んだ後、「カッコイイ、いつもと違うギャップをねらったブロック」で大人っぽい曲を続けてパフォーマンスしました。「女神はどこで微
笑む?」では、小学生で SKE48 に加入し、愛らしいルックスから「えご天（「えごちゃんマジ天使」の略）」という愛称で呼ばれてきた
江籠の成⾧した姿に、「天使が女神になった」、「女神降臨!」と絶賛のコメントがあふれました。AKB48 シングル選抜総選挙で初め
てランクインしたネクストガールズの「進化してねえじゃん」の後には、「私がファンだったらはけてる時間も観たいなと思ったので」と、ステー
ジ上で自らヘアチェンジしてツインテールに。「この曲でツインテールにするためにエクステをつけました」と「最強ツインテール」をパフォーマン
ス。「この曲で私からみんなにプレゼントがあります!」と、「そばかすのキス」では、くじ引きで当たった人に向けて落ちサビを歌うプレゼン
トをするなど、アイドル好きの江籠らしいステージを繰り広げました。
アンコールでは、LIVE T シャツに着替えて登場。Passion for you 選抜でセンターを務めた曲「奇跡の流星群」を披露し、「私が
皆さんからいただいた大切な大切な曲で、すごく好きなんですけど歌うのが苦手な曲なので、この日のために練習してきました」と明かし
ました。そして、「やっぱり私はアイドルが好きで、アイドルとして皆さんを笑顔にさせたり、元気になってもらえたりするのが私の夢だなと思
って。1 人でステージに立って、皆さんを笑顔にできたら最高だなと思って（ソロ LIVE を）口に出し始めたけど難しくて。でも簡単じゃ
ない夢を口に出したからこそ、今日達成できた時に生きててよかったって思う程幸せを感じられたので、かわいいかわいい後輩たちにも、
頑張って諦めないでやり続ければ、こんなにファンの方を笑顔にすることができるんだぞって身をもって証明できたかなと思います」と話し、
「これからも皆さんに笑顔や元気を届けられるように頑張ります!」と力強く宣言し、ラストは「無意識の色」を元気にパフォーマンス。「3
月 13 日はみんなとの夢がかなった日です。一生忘れない!」と涙する江籠に、客席と画面上からたくさんの拍手が送られました。
LIVE 全編にわたり、画面上には江籠の美脚に見惚れるコメントがあふれましたが、今月末に発売の雑誌ではソロでの水着グラビア
掲載が予定されていますので、そちらにも是非ご注目ください。
【江籠裕奈 コメント】
念願だったソロライブ、時間はかかってしまったけど、その分愛おしくて忘れられない幸せ過ぎる時間でした。
一曲目からファンのみなさんを泣かせる選曲をしたつもりが、自分が誰よりも泣いてしまったことだけが心残りです!笑
いまは色々な規制がある中でのライブだけど、状況が良くなってこれまで通りの楽しみ方でライブができるようになったときに、みんなをま
た客席に招待できるように、これで終わりではなく続いていくものになればいいなと思います!

第 3 部の「野島樺乃ソロ LIVE 希望とは…」は、ピアノのイントロで始まる絢香のカバー「I believe」からスタート。静かな曲調なが
ら力強い歌声を響かせます。ソロ LIVE は 2 回目となる野島ですが、「前回は SKE48 劇場だったので、アットホームな感じだったけど、
今回はライブハウスじゃないですか。すごく緊張しました!でも 1 曲目を歌ったらヤバ、楽しい!って思って最高です!」と話し、今回の
アコースティック編成のバンドメンバーを紹介。リラックスした笑顔で「私の歌とバンドの素敵な音色に夢中になってしまうようなライブをお
届けできればと思っていますので、最高にひたって楽しんでいってください」と、「反射的スルー」、「なんて銀河は明るいのだろう」、「雨の
ピアニスト」と、SKE48 の楽曲を 3 曲続けて披露。ギターとキーボード、パーカッションのアコースティック・バンドでのアレンジが新鮮で、
楽曲の新たな魅力が引き出されました。「普段聴いてる SKE48 の曲、生バンドで聴くのどうですか?カッコよすぎてほんとに歌っててす
ごく気持ちいい」と野島が話すと、客席からは大きなうなずきが。AKB48 の楽曲「365 日の紙飛行機」では、語りかけるように歌う野
島に、客席は手拍子で応えます。「草原の奇跡」はさわやかに、「夜風の仕業」はしっとりと、野島は様々な表情を見せていきました。
MC ではステージ上のバンマス 佐藤雄大さんから、野島が優勝した第 1 回「歌唱力 No.1 決定戦」でミュージカルの曲を選曲した
ときの裏話の披露も。カバー曲のコーナーでは、aiko の「カブトムシ」、菅田将暉の「さよならエレジー」に続き、特に歌唱力が必要な
MISIA の「Everything」もしっかりと歌い上げ、客席と画面上から惜しみない拍手が送られました。「歌唱力 No.1 決定戦」でも披
露したことのある AKB48 の楽曲「また あなたのことを考えてた」をフル ver.で披露し本編を締めくくると、アンコールでは、Kiroro の
「未来へ」をピアノの伴奏で心をこめて歌います。AKB48 の「桜の木になろう」では、野島と同じチーム S で SKE48 卒業していく松井
珠理奈に思いを馳せるコメントが多く見られました。
「（このライブを観ていただいた方の）心が晴れたらいいなって、ちょっとでも希望の光を皆さんの心に、そして自分の心にも灯せたらい
いなという思いを込めてセットリストも考えさせていただきました」と LIVE のサブタイトル「希望とは…」に込めた思いを明かす野島。「まだ

まだ大きい夢をたくさん抱えているので、それを叶えられるように 1 歩ずつでも進んでいければいいなと思いますし、絶対にもっともっとい
い景色をお見せすることをお約束するので、これからも応援よろしくお願いします」と誓いました。大好きな、初めてのオリジナルソング
「夢の在処へ」で 2 回目のソロ LIVE を締めくくり、「本当にありがとうございました!最高でした。皆さん、あるかわからないけど、また第
3 回でお会いしましょう!」と笑顔をはじけさせ、ステージを後にしました。
【野島樺乃 コメント】
2nd ソロ LIVE、自分が思い描いていた倍以上に楽しく幸せで最高な LIVE になりました。
生バンド演奏でお送りしましたが、生バンドだからこそのアレンジや曲の奥深さで音楽の楽しさを最大限に伝えられたのかなと思います。
MISIA さんの「Everything」を歌わせていただきましたが、練習をたくさんしました。本当に難しい歌で、以前は全然上手に歌えなか
ったんです。ボイトレ、そして自主練を繰り返して、ファンの方々の前で今日初めてお届けすることが出来て私自身、とても嬉しく思いま
す。自分の初のオリジナル曲「夢の在処へ」もソロ LIVE で歌うことができて感無量です。泣いてくださっているファンの方を見かけて私も
胸がぎゅっ。となりました。このライブを通して皆さんの心に明るい光を灯すことができたら良いなと思いました。最高の時間、最高の
LIVE、最高の生バンド、本当に本当にありがとうございました。

本日は 3 公演それぞれ違った魅力をお楽しみいただけた 1 日となったことと思います。
尚、最速感想放送では、LIVE 開演前から密かに密着撮影されていた映像を観ながら振り返りトークをお楽しみいただけます。
配信ライブは、2021 年 3 月 20 日（土）までタイムシフト視聴可能ですので、是非ご覧いただけますと幸いです。

「SKE48 非公式ちゃんねる Presents SKE48 公式 LIVE」
2021 年 3 月 13 日（土）
会場:名古屋 ボトムライン
■「ティーンズユニットお披露目 LIVE 未来は少女たちの手の中」
出演:坂本真凛、末永桜花、浅井裕華、上村亜柚香、水野愛理、岡本彩夏
＜Set List＞
-overture1. ハッピーランキング
2. キスだって左利き
3. はにかみロリーポップ
4. チョコの奴隷
5. 鳥は青い空の涯を知らない
6. 狼とプライド
7. シャララなカレンダー
8. 恋の PLAN
9. 体育館で朝食を
10. 制服を脱ぎたくなってきた
11. あっという間の少女
En1. 僕らの風
En2. 初恋の踏切
En3. 未来の扉
https://live2.nicovideo.jp/watch/lv330551898
■【最速感想放送】「ティーンズユニットお披露目 LIVE 未来は少女たちの手の中」LIVE 終了直後の出演
出演:坂本真凛、末永桜花、浅井裕華、上村亜柚香、水野愛理、岡本彩夏
https://live2.nicovideo.jp/watch/lv330552091
■「江籠裕奈ソロ LIVE くぎづけたいむ!」
出演:江籠裕奈
＜Set List＞
-overture1. 初日
2. コケティッシュ渋滞中
3. 人生の無駄遣い

4. オネストマン
5. 女神はどこで微笑む?
6. 世界が泣いてるなら
7. 唇 触れず…
8. 進化してねえじゃん
9. 最強ツインテール
10. そばかすのキス
11. 恋愛サーカス
12. オレトク
En1. 奇跡の流星群
En2. この涙を君に捧ぐ
En3. 無意識の色
https://live2.nicovideo.jp/watch/lv330554203
■【最速感想放送】「江籠裕奈ソロ LIVE くぎづけたいむ!」LIVE 終了直後の江籠裕奈生出演
出演:江籠裕奈
https://live2.nicovideo.jp/watch/lv330554260
■「野島樺乃ソロ LIVE 希望とは…」
出演:野島樺乃
＜Set List＞
1. I believe（絢香）
2. 反射的スルー
3. なんて銀河は明るいのだろう
4. 雨のピアニスト
5. 365 日の紙飛行機
6. 草原の奇跡
7. 夜風の仕業
8. カブトムシ（aiko）
9. さよならエレジー（菅田将暉）
10. Everything（MISIA）
11. また あなたのことを考えてた
En1. 未来へ（Kiroro）
En2. 桜の木になろう
En3. 夢の在処へ
Per.:桑迫陽一
Gt.:三沢崇篤
Key.:佐藤雄大
https://live2.nicovideo.jp/watch/lv330554300
■【最速感想放送】「野島樺乃ソロ LIVE 希望とは…」LIVE 終了直後の野島樺乃生出演
出演:野島樺乃
https://live2.nicovideo.jp/watch/lv330554347
オフィシャルサイト
http://unofficialpresents-officiallive.ske48.co.jp/

★SKE48 27th シングル 「恋落ちフラグ」 発売中
商品情報詳細⇒http://www.ske48.co.jp/discography/?id=1024&select=single
■SKE48 公式 HP
http://www.ske48.co.jp/
本件に関するお問い合わせ
株式会社ゼスト
E-mail info@zest-corp.com

