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News Release 

株式会社鉄人化計画 

 

 

直球 165 ㎞王道アイドル「さくらシンデレラ」が 
「カラオケの鉄人」スペシャルルームで語った 

『極アツ★』インタビュー！ 
 

株式会社鉄人化計画（所在地：東京都目黒区 代表取締役社長：岡﨑 太輔）は、当社が運営する「カラ

オケの鉄人」で実施中のアイドル応援キャンペーン『今一番アツいアイドルは誰だ？ 極アツ★アイドル

2018』（以下『極アツ★』）内のイベントとして、参戦アイドルへのインタビューを実施しました。 

 スペシャルルーム開設当日の 2018 年 8 月 22 日、カラオケの鉄人 新宿歌舞伎町店に集まったアイド

ルたちが、ファンへの思い、今回のキャンペーンへの思いをアツく語りました。インタビュアーは、無料

で楽しめるインターネットテレビ局「AbemaTV（アベマティーヴィー）」で毎週火曜日深夜 1 時より生放

送している『矢口真里の火曜 The NIGHT』で MC を務める元巨匠・岡野陽一さんです。同番組は、現在

『極アツ★』とタイアップして、参戦アイドルたちを全力応援しています。 

 アイドルの魅力を最大限に引き出すトークが冴えわたる岡野さんが今回話を聞いたのは「さくらシン

デレラ」です。メンバーのうち 6 名が駆けつけてスペシャルルームを笑顔でいっぱいに満たしてくれた

「さくらシンデレラ」、どんな話で盛り上がったのでしょうか。 
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●まさに王道アイドル！スウィートなお揃いのいでたちで登場した「さくらシンデレラ」 

 

 

＜6 人それぞれの気合の入った自己紹介でスタート！＞ 

（以下、写真右から順に） 

双葉みきな（ふたば みきな／以下「みきな」）「ちっちゃいけれど、大きなお花を咲かせたいっ！双葉み

きなです」 

岡野 「いいねー！ほんとにちっちゃいね。立ってみてよ」 

みきな「143 ㎝なんです」（立ち上がる） 

岡野 「細いねー！なるほど！ありがとうございます」 

桜瀬もえ（おうせ もえ／以下「もえ」）「真っ赤なハートをお届け！桜瀬もえです。私、岡野さんのダジ

ャレを作ってきたんです！『あの丘の（おかの）ふもとに岡野（おかの）さんがいるー！」 

（メンバー全員、拍手で盛り上げる） 

岡野 「（笑い）ありがとう！ダジャレ担当なの？インタビュー中も思いついたら言っていいよ！」 

夏生のん（なつき のん／以下「のん」）「今日もノンストップでみなさんに無限大のパワーを送ります！

のんたんこと夏生のんです」 

岡野 「しっかりしてるよね。リーダーなの？」 

のん 「『さくらシンデレラ』にはリーダーはいないんです。でも実質的に支配してます（笑い）」 

星野雫（ほしの しずく／以下「雫」）「（※すっくと立ちあがり、カメラに寄る）前しか、上しか」 

全員 「（※身振りを合わせて）雫しか！！」 

雫  「星野雫です！」 

岡野 「前に来て（自己紹介を）やったね！前に出る精神、いいね！」 

雫  「はい、目立っていかないと！」 

渡辺栞（わたなべ しおり／以下「栞」）「（※他メンバーに向かって）ロングバージョンでいい？」 

（メンバー全員がうなずく） 

栞  「栞と言えば」 

全員 「塩対応―！」 
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栞  「もー、しおちゃんだけど塩対応じゃないぞ♡ 渡辺しおりです」 

岡野 「なるほど、塩対応じゃないっていうのを言いたかったんだね。ファンには優しいんだ？」 

栞  「はい、めっちゃ優しいです！メンバーで一番・・・（※他のメンバーの表情をうかがう）」 

のん 「否定できないです（笑い）」 

高島萌子（たかしま もえこ／以下「萌子」）「今日も絶好調！最高潮！」 

全員 「もえ好調！！高島萌子です」 

岡野 「“萌え”担当なんだ？」 

萌子 「違います。真逆です（笑い）“萌子”でキャッチフレーズを作りたかっただけなんです」 

岡野 「『さくらシンデレラ』はどんなアイドルなの？」 

雫  「はい！私たち『さくらシンデレラ』は！直球 165 ㎞、王道アイドルでーす！」 

全員 「（※拍手とともに）イエーーーイ！」 

岡野 「衣装もがっつりアイドルだもんね」 

のん 「はい！曲調も王道です！」 

 

岡野 「（『極アツ★』に参戦している）『24o’clock』とは姉妹グループなの？」 

のん 「はい、『さくらシンデレラ』が先にあって、今年に入ってチーム分けしたんです。兼任してる子

も多いです」 

岡野 「雰囲気は全く違うね。どっち（のグループ）のほうが好き、とかある？」 

もえ 「（※素で）ないです」 

岡野 「（笑い）ないの？私は絶対こっち！とか」 

全員 「うーーん」 

岡野 「（笑い）」 

のん 「どっちも愛着はあるけれど、今回の『極アツ★』では負けないです」 

岡野 「（のんは）一期生なの？」 

のん 「最初のうちは一人ずつメンバーが増えていて、“何期生”みたいのはないんです。でも、言ってみ

れば一期生なのかな」 

岡野 「上下関係もない？」 

のん 「実は、『さくらシンデレラ』はもともと名古屋で活動を始めたんです。もえとのんは名古屋から。

2 年くらい経って東京のメンバーが入ってきたとき、最初は壁がありました」 

雫  「ここにいるほかの 4 人は“東京の一期生”と言われて入ったのに、実は先に名古屋メンバーがいて

（笑い）」 

もえ 「最初はみんな人見知りで」 

のん 「でも、雫は慣れてくると面白いんです！慣れるまでは借りてきた猫みたいだけど（笑い）」 

岡野 「みんなで一緒にご飯を食べに行ったりしないの？」 

（メンバー全員、黙ってしまう） 

岡野 「えっ？やめてよ（笑い）」 

もえ 「1 年 365 日ライブがあって一緒にいるので、ご飯をわざわざ食べに行く感じじゃないんです」 

岡野 「芸人でいうと相方みたいな感じだね。喧嘩はしないの？」 

全員 「（※口々に）しないー！」 
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＜「さくらシンデレラ」とファンのアツい思い＞ 

岡野 「『極アツ★』に参加して、ファンの反応はどう？」 

のん 「あまりこういうイベントに参加した経験がないので、ファンは最初、何が起きているかあまりわ

からなかったみたい。そのうちスイッチが入ったファンが現れて」 

岡野 「『矢口真里の火曜 The NIGHT』の出演生放送中だけで 1000 ツイート以上されたんだよね」 

もえ 「（Twitter で『さくらシンデレラ』の）ハッシュタグを見ていると、“この方、お仕事してるのか

な？”って心配になるくらい」 

岡野 「ファンに対してどういう言い方だよ！（笑い）」 

のん 「いえ、お仕事の合間にもツイートしてくださる素敵なファンに恵まれて、『さくらシンデレラ』

は幸せなグループです！」 

岡野 「素晴らしい。（笑い）でも編集しないよ！ほかのアイドルに負けないのはどんなところ？」 

もえ 「お仕事の合間を縫ってツイートしてくださる、ファンの熱意！」 

岡野 「では、『極アツ★』への意気込みをどうぞ」 

のん 「（『矢口真里の火曜 The NIGHT』で）矢口真里さんとお仕事したい！カラオケの鉄人に永久コラ

ボルームを作ってほしい！『少年サンデー』の表紙を飾りたい！」 

もえ 「（※カメラに歩み寄り）『矢口真里の火曜 The NIGHT』で爪跡を残さナイトー！！」 

 

●彼女たちの素顔をもっと見たいファンは、特設サイトとスペシャルルームへ GO！ 

 

岡野さんのトーク力を前に、思わず素の表情でのマイペースな応対もたくさん見せてくれた「さくらシ

ンデレラ」。ステージでは見られない自然な表情を見てみたいファンも多いのではないでしょうか。 

『極アツ★』特設サイトでは、インタビュー動画のダイジェスト版をご覧いただくことができます。ま

た、カラオケの鉄人 新宿歌舞伎町店に開設した「さくらシンデレラ」のスペシャルルームを利用した方

には、インタビュー全編をルーム内で視聴できるという特典があります。 

 スペシャルルームのご予約は特設サイトにて受付中です。 
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●「さくらシンデレラ」プロフィール 

 正統派美少女アイドルグループさくらシンデレラ！ 

新宿、秋葉原の専用劇場で年間 2000 公演以上を行う。8 ヶ月間に Zepp2 回、中野サンプラザ 1 回の

大型ワンマンライブを成功させる。アイドル専門雑誌 MARQUEE では重要なポジションでの定期掲載が

行われるなど、短期間に数々の実績を築いてきたグループ。 

 

●次回は「24o’clock」！ 

 アイドルの個性と魅力をいっぱいに引き出してくれる岡野さんのインタビュー、次回の動画公開グル

ープは、楽曲とダンスにこだわり抜くアイドルグループ「24o’clock」。「さくらシンデレラ」との兼任メ

ンバーもいますが、『極アツ★』では容赦無しのライバルでもあります。 

 どんな宣戦布告が聞けるのでしょうか？ 

 

 

●公式情報は『極アツ★』特設サイトでチェック！ 

『極アツ★』の公式情報は、以下の特設サイトから発信しています。公開インタビュー動画やスペシャ

ルルームについてもこちらからご確認ください。 

『極アツ★』特設サイト：https://www.karatetsu-gokuatsu.com/idol2018/ 

 

●「カラオケの鉄人」について 

都内繁華街を中心に、東京都・神奈川県・千葉県にカラオケ店舗を展開しています。独自の「鉄人シス

テム」により、1 ルームで全カラオケ機種の曲が歌えることを大きな特長としています。 

豊富なオリジナル配信楽曲やアニメ等とのコラボレーションキャンペーン、歌った曲リストを持ち帰れ

る 『採点レシート』、2018 年 5 月開始のサブスクリプションサービス『カラ鉄ホーダイ』 など、ユニー

クなコンテンツの企画・開発に注力しています。 

「カラオケの鉄人」公式サイト URL：https://www.karatetsu.com 

 

 

https://www.karatetsu-gokuatsu.com/idol2018/
https://www.karatetsu.com/
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＜会社概要＞ 

名称 ：株式会社鉄人化計画 

設立年月：1999 年 12 月 14 日 

代表者 ：岡﨑 太輔 

所在地 ：〒153-0043 東京都目黒区東山三丁目 8 番 1 号 東急池尻大橋ビル 2F 

TEL ：03－3793－5111 

事業内容：「カラオケの鉄人」ブランドをはじめとした空間提供型アミューズメント施設の運営 

URL ：http://www.tetsujin.ne.jp  

 

＜『今一番アツいアイドルは誰だ？ 極アツ★アイドル 2018』に関するお問合せ先＞ 

株式会社鉄人化計画 事業本部 企画開発部 

TEL ：03－3793－5115 

FAX ：03－3793－5128 

E-Mail ：info_gokuatsu@tetsujinka.com 

 

http://www.tetsujin.ne.jp/
mailto:info_gokuatsu@tetsujinka.com

