
HIP HOPプロデューサーのMummy-Dが
参加し2015年11月25日にリリースされた
ニューシングル。「『夢見る者たちの楽園』が
テーマ。カントリ－ミュージックとエレクトロの
融合というイメージの楽曲にあわせて、PVの
ファッションも、ネオボヘミアンのようなムー
ド」（ÜSA）。

写真左：グランマーブル祇園にて。何をし
てもポーズが決まる。中央：「清水の舞台」
での奉納の様子。二十絃箏とのセッション
で、神秘的なムードに包まれた。右：清水
寺の僧侶とともに。

奉納ライブの様子は、youtube清水寺
オフィシャルチャンネルにて公開中。
https://www.youtube.com/user/feel
kiyomizudera

左が、『魔法少女まどか☆マギカ』のキャラクター、
悪魔ほむら、右がアルティメットまどか。

Interview

ÜSA 率いる、
DANCE EARTH PARTYが
スタート！
EXILE  ÜSAのライフワーク「DANCE EARTH」が、新たなステージに展開された。
ユニット「DANCE EARTH PARTY」で楽曲をリリースした ÜSAの新しい旅はどこに向かう？

【Surfing for all　がんばろう日本！】 JPSAジャパンプロサーフィンツアー2015　ショートボード第８戦（最終戦） 
24SURF_ presents 鴨川naoプロ supported by GRAND MARBLE

EX ILE ÜSAが2006年からスタートしたプロジェクト

「DANCE EARTH」は、ダンスという世界の共通言語をもっ

て地球を旅し、様 な々国のダンスを踊り、世界中の人 と々ダン

スでつながりながら「ダンスでアースをハッピーにしたい」という

想いを、国境を超えて表現するライフワーク。世界、そして日

本各地で行ったダンスでの交流は、これまで DVD、書籍、そ

して舞台という形で発表されて来た。

2015年、 ̈USAはその DANCE EARTHの想いを伝える、もう

一つの表現のカタチであるユニット「DANCE EARTH 

PARTY」のパフォーマー兼プロデューサーに活動をシフト。

新たな活動をスタートさせた。初めてリリースされたシングル

『BEAUTIFUL NAME』は、ゴダイゴの名曲のリメイクで、ジャ

マイカの伝説的スカバンド The Skatalitesを起用し、オリコン・

デイリー・ランキング1位を獲得。続いて、11月にはニューシング

ル「DREAMERS’ PARADISE」もリリースした。

「EXILE を離れることに少しのさみしさはあるけれど、この先

にある夢へのワクワク感の方が大きいですね。EXILEでの活

動と並行して、自分のライフワークとして追って来た夢が、いま

ようやく形になろうとしている」。

その夢のパートナーとして加わったのが、以前から DANCE 

EARTH に参加していた EXILE のパフォーマーTETSUYA

と、ガールズユニットDreamのヴォーカリスト Shizuka。

「素敵な2人の仲間を得て、DANCE EARTHというプロジェ

クトは、より強力になったと思う。TETSUYA は、以前から

DANCE EARTH に参加してくれていた、共感できる仲間の

パフォーマーですし、ヴォーカリストの Shizukaは、いい意味で

型にはまってない、スゴく色んな色に染まってくれる透明感ある

存在。これから『DANCE EARTH PARTY』は世界でいろ

んなミュージシャンやダンサーとコラボすることになると思います

が、その時に色んな顔をみせてくれるだろう、と楽しみです」。

新曲「DREAMERS’ PARADISE」のジャケットのビジュアル

にも PVにも、EXILEとは趣の違う、ドリーミーでハッピーな

世界が展開されている。「2016年は、DANCE EARTH始動

から10年という記念すべき年でもあるので、『ダンスアースフェス

ティバル』を開催しようと企んでいます」。

「Surfing for all　がんばろう日本！」と題して、2015年9月

25～27日、千葉県鴨川市で、「JPSAジャパンプロサーフィ

ンツアー2015 ショートボード第８戦（最終戦）24SURF_

presents 鴨川 naoプロ」が開催された。主催は環境保全や

サーフィンを通じた教育など様々な活動を精力的に行う

JPSA（一般社団法人日本プロサーフィン連盟）。この大会を

提供した LDH所属のnao（小川直久）プロは、40歳を超え

て挑戦し続ける第一線のプロサーファー。優勝者には、協

賛したグランマーブルから副賞としてマーブルデニッシュ1年

分がプレゼントされた。

京都国際マンガ・アニメフェア2015「京まふ」で、『劇場版　

魔法少女まどか☆マギカ［新編］叛逆の物語』とコラボした特

製 BOX入りのマーブルデニッシュが会場限定で販売された。

BOXに描かれたのは、劇中のキャラクターである“悪魔ほむ

ら”と“アルティメットまどか”。中身のデニッシュはそれぞれの

イメージに合わせたフレーバー「ショコラナッツ＆ナッツ」「苺

＆ミルキーウエイ」。おなじみマーブルデニッシュのオレンジ

ボックスの内側に、ほかでは見られないキャラクターの世界が

展開され、ファンの注目を一身に集めていた。

モデル、俳優として活躍する健太郎は吸い込まれそうなクリア

な瞳が印象的な18歳。178cmの長身と大人びたルックスでテ

レビドラマ、映画でのさらなる活躍が期待される。

「周りからの期待は、プレッシャーにはなっていません。期待

をバネに、今以上の自分に向かって日 を々過ごしています」。

2016年の春に高校を卒業予定。仕事と勉強の両立には苦労

もあった。「通っている高校が芸能学校ではないので、テスト

の点数や出席日数などきちんとしなければならないので、大変

なところもあります。でも、周りの人達の協力で、なんとか両

立できています。高校は3年間できちんと卒業します !!」。“少

年と大人の間”という繊細さに加え、セクシーさと真面目さと

いうギャップもまた、健太郎の魅力。

グランマーブルがサポートするプロサーフィンツアー、開催
DREAMERS’ PARADISE[CD+DVD]
2015-11-25 RZCD-59993/B  1,944円(税込)
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モード界でも注目される双子のダンサー、
Les Twinsがグランマーブル祇園を訪問！

京都国際マンガ・アニメフェア2015で
「魔法少女まどか☆マギカ」とコラボした
マーブルデニッシュ登場

ラリー・ブルジョアとロラン・ブルジョアの双子のフランス人ダ

ンサー Les Twins。ストリートダンスチームで頭角をあらわし

ビヨンセの PVとツアーに出演。モデルとしてジバンシーなどの

コレクションに出演する彼らが2015年8月に来日、京都・清水

寺で奉納パフォーマンスを披露した。多忙なスケジュールの

中、彼等はグランマーブル祇園に来店、マーブルデニッシュ

を試食する一コマも。「清水寺で踊れるのは光栄なこと。でも

見てほしいのはパフォーマンスじゃなくて僕たち Les Twinsそ

のもの」とロランが胸を張れば、「日本には何度も来てるけど、

京都には東京とも、世界のどの都市とも比べられない魅力が

ある」とラリーがフォロー。双子ながら、このキャラの違いが

二人のダンスの絶妙なコンビネーションになる。マーブルデニッ

シュのお気に入りフレーバーは何かと聞くと、「オレンジマン

ゴー！」と声が揃った。

NEXT BREAK Profile 杉山麻衣さんが、いまイチオシの俳優をプロファイル。
新しい才能をいち早くキャッチ！

Profile   愛知県出身。主に映画や舞台のキャスティングを担当。
企画・プロデューサーとしての最新作『ライチ☆光クラブ』（p５参照）が
2016年2月13日（土）より全国ロードショー。
マーブルフィルム公式HP http://marblefilm.jp/

Profile 1997年東京都生まれ。モデルとして活躍し、2014年CX連
続ドラマ『昼顔～平日午後3時の恋人たち～』で、役者としての活動を
開始。『俺物語!!』で映画初出演。身長178cm。趣味はスノーボード。

仕事柄、とても沢山の俳優さんのプロフィールを日々拝見しているの
で、色 な々作品を観ていても、知らない方にあまり遭遇しないのです
が、ドラマ『昼顔～』に、久々に見たことのない俳優さんが出演してい
て、その初 し々さと大胆なお芝居に目が離せなくなり、すぐに調べたら
それが健太郎さんでした。今後、彼は同世代の方たちに刺激を与えら
れる存在になっていくと思うので、急成長に期待しています！ 20、30
代の女性からも愛されるキャラクターだと思うので、可愛い弟的ポジ
ションでのキャスティングをしてみたいです。

健太郎

マーブルフィルム
キャスティングディレクター
杉山麻衣のコメント

Vol.8

会場の様子

©Magica Quartet / Aniplex・Madoka Movie Project Rebellion
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