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チャンミン

ユンホ

CHANGMIN

YUNHO

東方神起

interview

TOHOSHINKI

今年で日本デビュー10周年を迎えた彼らの記念すべきシングル
「サクラミチ」や大成功を収めたライブツアー
「東方神起 LIVE TOUR 2015 〜WITH〜」について、
またこれまで応援してきてくれたファンへの感謝の気持ちを語ってもらった。
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周年記念シングル
「サクラミチ」
は

僕たちが 番に伝えたい
メッセージ
――

今は、ファンの皆さんが
仲間のように感じる
周 年 を 迎 え ま す が、

楽曲に対する思いとまた違うものはあり
て大変なことだと思います。 周年を迎え

チャンミン 他国の人を長く応援するっ

する印象に変化はありましたか？

年間応援してくれた日本のファンに対

―― 日 本 デ ビュー

ユンホ 初めて聴いたとき、温かみのあ

ますか？ またどんな曲ですか？

節目の楽曲になると思いますが、今までの
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リーダーとしていつも引っ

ました。そのことに本当に感謝しています。

しい時、いつも隣にチャンミンがいてくれ
チャン ミ ン

張っていてくれました。ユンホがいたから
ここまで来れたと思っています。

みんなが楽しめて、自分からも
楽しめるライブにしたい
大ドーム

からありがたいと思っています。

ユンホ 東方神起のツアーでは、みんなが

る点はありますか？

ツアーを行いましたが、何かこだわってい

度目となる

ユンホ 僕は、段々と印象が変わっていき

――今回、自身

たりな曲です。聴いていただく方のそれ

ました。最初は、日本のファンの皆さんが

られて、日本のファンの皆さんには
「感謝

ぞれの状況に思い当てて聴いて欲しいで

楽しめるツアーを目指しています。今回の

しています」
の一言では足りないです。心

すね。もしかしたら、この曲を聴いて少し

じっくり音楽を聴いてくれる様子がちょ

たと思っています。最後の曲を歌う時、フ

ツアーは、さらに皆さんに感動を届けられ

新学期、就職などいろいろなシーンにぴっ

寂しくなってしまう方もいるかもしれま

でも、今は仲間のように感じています。
――異国の地での活動は大変だったと思

は、皆さんに感動を届けて、皆さんがこれ

すると 僕 も グッときます。今 回のツアー

ーアップしたと思います。お二人にとって

らに大所帯となり、パフォーマンスもパワ

――今回、バックダンサーが 名増えてさ

います。お互いに助けられた部分はありま

ァンの皆さんが泣いている姿が見えたり

寂しさもあるかも知れないけど、また新た

ある時期ですよね。そこには、不安や心配、

そんなバックダンサーの存在はどんなも

のですか？

しいな、と思っています。

ユンホ 東方神起のメンバーだと思って

からも毎日楽しく過ごしてくれたらうれ

います。

ユンホ 楽しい時、うれしい時、辛い時、悲

チャンミン ライブを自分のものにする

伝えるようにすることです。自分の全てを

げて楽しくやるということではなく、バラ

ていましたが、 人の人間として、男とし

力が付くには年輪が必要」
と、おっしゃっ

――あるインタビューで
「ステージで表現

て、年輪を重ねるためにこれからどんな経

経験するのではなく、きっかけがあったら

なると思っています。特に何かを意識して

ユンホ 僕はありのままの自分が年輪に

験をしたいですか？
いることはありますか？ またパフォー

何でもやってみる。新たな縁や仕事などは

チャンミン 僕も一緒ですね。特に
「こう

自然に来るものだと思っています。

人でいたい」
と思ったことはないでね。

あってほしい」
、「こうやりたい」
、「こういう

僕は
「 どんなライ ブになるか
考えていますが、事前に何かを考えたり、

ユンホ

やっていることはあまりないですね。

な？」
ということをステージに立つ直前に

あれば教えて下さい。

マンス前後で欠かさずやっていることが

――パフォーマンスする上で、気をつけて

込めながら伝えるようにしています。

ード の 曲 だった ら メッセージ を しっか り

っています。それは、ただテンションを上

というか、もっと自分から楽しみたいと思

したか？

丈夫です。心配はいらないので、今までみ

いても、この曲と心で繋がっているから大
たいに変わらずに歩いて行きましょう」
と
いうメッセージを伝えたいと思いました。
――今回の楽曲の歌詞で好きなフレーズ
ユンホ 「ずっと繋がっている」
。この楽曲

はありますか？

ずっと 繋

を代表するフレーズだと思う。僕自身、好
きなフレーズですね。
チャン ミ ン 「 きっと 大 丈 夫

がっている」
のところは、この曲を聴いて
くれるファンの皆さんに、僕たちが一番に
伝えたいメッセージだと思っています。
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一緒にいられるわけではないので、「離れて

なスタートラインに立てるということです

2

よね。東方神起もファンの皆さんといつも

チャンミン 春は別れと新たな出会いが

っと寂しく感じることもあったんですよ。

る曲だなと思いました。時期的にも卒業、
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と思っています。
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1

せんが、そういう方にも希望を伝えたい

2

10

10
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＂＂ というのは、海外で
たくさん愛されてきた証
――この

張ってくださったからだと思っています。
年で一番思い出に残っている

に
『東方神起』
というものを大事にして、頑

――日本でデビュー 周年を迎えられま
した。
今の率直な気持ちを教えてください。
チャンミン 正直に言うと、今までも
年、 年を大切に過ごして来て、その中の
ていないです。だけど、
＂＂という数字が

日産スタジアムのステージに
もう一度立ちたい

チャンミン 日産スタジアムでのライブ

ことは何ですか？

ません。 つ挙げるとしたら、日産スタジ

っていたいという思いは、今も昔も変わり

ユンホ これからもずっとステージに立

――今後の夢や目標はありますか？

です。 万人を超える方々に来ていただい

にもう一度立って
「東方神起は、皆さんが

認したいです。日産スタジアムのステージ

アムでもう一度ライブをやりたいです。前

ユンホ もちろん日産スタジアムのライ

て、「こんなにたくさんの人に愛されて、こ

ブもすごかった。でも、小さな場所から日

ど、それが運だけではないということを確

思います。日本は、東方神起にとってもう

守ってくれて、ここまで来れました」
と言

回は初めてだったし、運もあったと思うけ

１つのホームみたいな場所で、海外でたく
産スタジアムまで、僕にとっては全て大事

チャンミン 僕は今よりもさらにたくさ

いたいですね。

な？」
って自分自身に驚きました。

さん愛されてきたという証なので、それは

方神起のことを応援してくださっている。

な思い出です。今は、たくさんの方々が東

んなに影響を与えられるような人なのか

ユンホ すごいことだと思います。 年間、

すごくありがたいです。

二桁になったことは、特別なことのように

1

1

年であってそこまで特別な意味は感じ

1
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も、それは東方神起だけが頑張ったからで

ってなかなかないことじゃないですか。で

こんなにたくさんの方々に愛してもらえる

って 周年を迎えられているから、今が一

なことだと思っていて、それが全部つなが

これまでの経験全てが僕にとっては大切

た地方もあるので、 日間、 日間と地方

りたいです。 日しかライブが出来なかっ

んの方々の前でライブが出来るようにな

番思い出に残るんじゃないかな。
年間でお互いの歌やダンスで

でもライブが出来るようになりたいです。
―― 最後にファンの方へメッセージをお
ユンホ

願いします。

――この
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が少し多かったけど、最近は繊細な表現が

ままで、男らしかったり、真っ直ぐな表現

上手かったんです。歌は、ユノの性格その

何も言えないです
（笑）
。最初からダンスが

これからも僕は、ユノのダンスに対しては

チャンミン 最初から今までも、そして

ダンスが今は出来ていると思います。

ましたね。チャンミンらしい、ボーカルと

来てくるんです。本当に踊りは上手くなり

が出来るようになると踊りにも余裕が出

た。今は、感情を込めて歌っていて、そこ

うことより、上手く歌うことに集中してい

ている気がします。前は、感情を込めて歌

たくさん聴いてください。

て 欲 し い で す。そ し て、「 サ ク ラ ミ チ 」も

の春を誰よりも楽しく、元気良く過ごし

もらった元気やエネルギーなどで、今年

チャンミン 東方神起のライブや音楽で

お願いします。

くださるからです。これからもよろしく

のように思ったのは、皆さんが応援して

良 い で す 」と 言った こ と が あ り ま す。そ

ンタビューで
「ステージの上で死んでも

任感を感じるようになりました。昔のイ

最近、ライヴやステージの上でさらに責

として責任を持って活動していますが、

にありがとうございます。僕はリーダー

10

はなくて、皆さんが一緒に過ごしてくれた
からこそ出来たこと。ファンの皆さんが一緒

2

1

年間、愛してくださって本当

ユンホ チャンミンは昔より素直に歌っ

成長したと思う部分はありますか？

10

さらに上手くなったと思います。
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CD ONLY ￥1,000
（税抜） CD+DVD
【初回盤】
￥1,800
（税抜）

CD+DVD
【初回盤】には、オフショットムー
ビーが収録されており、ファンなら絶対に
GETしたい1枚となっている。
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2004年2月に韓国でデビュー。その後、韓国の活
動だけにとどまらず、日本においてJ-POPのいち
新人として2005年4月にデビュー。2008年には初
となる日本レコード大賞で優秀作品賞を受賞した。
また、日本・韓国のみならず、中国、台湾、タイ、マ
レーシアなどアジアの各地域でもその名を轟かせ、
アジアツアーも成功させている。2013年自身初の
5大ドームツアー、さらに海外アーティスト初の
単独日産スタジアム公演を開催。音楽シングル総
売り上げ枚数海外アーティスト歴代1位など、
数々の輝かしい記録を打ち立てている。

優しくも力強い歌声で奏でられた今作は、希
望や不安を感じながら新たなる道を進む全て
の人へ送る、東方神起からのメッセージソン
グ!! 全3形態で発売されており、全てに特典
としてジャケットサイズカード
（全6種のう
ち1枚ランダム封入）が付いてくる。また、

CD+DVD【初回盤】￥1,800（税抜）
CD ONLY ￥1,000（税抜）
CD ONLY【Bigeast盤】￥700（税抜）
2015年2月25日より発売中。
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PROFILE

シングル「サクラミチ」

10周年記念シングル
「サクラミチ」発売中!!
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10

1
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今年の DANCE

NATION 、ココが違った!!!

JSDA公認ダンスプログラム
「avex Dance Master」
を導入するスタジオが大集結する世界最大級のダンスイベント
『JSDA presents DANCE NATION』
が開催されました！ 多くのアーティストがライブやコンサートを実施してきた
横浜アリーナという大きいステージで、受講生たちが感動のショーを繰り広げ、笑いあり、涙ありの濃厚な2日間でした。
今年のDNは何が違ったのか…各ステージをレポートします！
Photography：MORe Danceオフィシャル、Naoaki Watanabe
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SHOW TIME
JSDA公認ダンスプログラム
“avex Dance Master”
を導入するスタジオから、
1月17日
（土）
に35チーム、18日
（日）
32チーム、合計67チームが出場しました。
練習やレッスンを積み重ねてきた受講生たちにとって集大成となるこの日のステージは、
観客からの声援も熱く、大盛り上がりでした！

大人顔負けのショーを魅せた！

Yeah!!!
avex artist academy Tokyo TEEN
選抜
【Choreographer:KIDO】

CUTEで大胆な衣装は大き
なステージにピッタリ！

流行のMA-1とダメージパンツを取
り入れた衣装はオシャレの参考に！

練習の成果を
発揮☆

ヒューマンアカデミー横浜校
【Choreographer:MIMI】
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最初は緊張していても、踊り始めたらすぐ笑顔☆

DN最高！
！
！
大きなステージで思う存分踊りきった！

アクロバティックなショー
もあり、見応えたっぷり♪

気合いが伝
わります!!!

キッズたちも頑張りました☆

ブラック×イエローの組
み合わせがCOOL ！

スタイリッシュでカッコ良い踊りを魅せ
つけ、ハイレベルなショーに仕上げた。
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本格的な照明や演出に
カッコ良さも倍増。

ハイレベルな
ダンスに圧倒！

フィットネスクラブ ティップネス 喜多見
【Choreographer:aco】

GUEST PERFORMANCE
今回のDANCE NATIONのサブタイトルである
「ELECTRIC DANCE PARTY」にちなんだアーティストらが登場！
ココでしか見られない超豪華なパフォーマンスに会場全体がアツくなりました☆

FUTURE BOYZ
COOLなパフォーマンスと
EDMサウンドに酔いしれた！
17日
（土）に出演した彼らは、iamSHUM
（シュ
ン）
、thisisWAYNE
（エウィン）
の2人による新生代
EDMシンガーデュオ。国内外のトップ・クリエイ
ターとコラボレーションし、ワールドデビューを
自然とテンションの上がるEDM
サウンドはクセになる！

果たした本格的なEDMサウンドに会場は大盛り
上がり！ また、身長180cm超えのモデル並みの
スタイルとルックスに魅了された人も多いだろう。

息の合った掛け合いも
FUTURE BOYZの魅力。

iamSHUMのカメラ目線をGET ！

登場から会場は大盛り上がり!

DJ Hello Kitty
世界が注目するDJプレイ
をDNが独り占め！
世界中を席巻しているEDMムーブメントへの進出を目指し
活動しているDJ Hello Kittyが18日
（日）
のオープニングに登場
しました！ これまでの数多くのイベントで培ってきたDJプ
レイを惜しみなく披露。キティちゃんのイメージを覆すカッコ
イイ姿に会場中が驚いた！ DANCE NATIONという大きな
イベントを経験し、さらに世界で活躍すること間違いなし☆

DJ Hello Kittyが繰り出
すEDMサウンドに合わ
せた照明がカッコイイ。

キッズダンサーがさらにステージを盛り上げる ！

横浜アリーナに住むアリ、ヨコアリく
んとともに会場を盛り上げていく！

©1976, 2014 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.S554524
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lol（エルオーエル）
ヴォーカル、ダンス…
レベルの高さを存分に魅せつけた！
18日
（日）に行われた、アニメ
「トライブクルク

あまりのカッコ良さに
会場からの声援がスゴイ！
堂々としたパフォーマンスをするmoca。

ル」
のコーナーで登場したlol。 1万人以上の中か
らオーディションで選抜された。honoka、moca、
hibiki、佐藤友祐、小見山直人の男女5名で構成さ
れた2014年結成のavex trax新人アーティストで
あるlolは、出演者である受講生たちにとって憧れ
の存在！ 新人アーティストとは思えないほどの
レベルの高いパフォーマンスに、これからも目が
離せない！

アニメ
「トライブクルクル」
の映像をバ
ックに主題歌
「HEARTBEAT」
を披露。

高いヴォーカルスキルとダンススキルで見事な
パフォーマンスを魅せてくれた！

lolの最新情報は
P.58へ！

Prizmmy☆
平均年齢14.5歳とは思えぬ
圧巻のパフォーマンス！
Reina、Mia、Karin、Hinaの4人組ガールズダン
ス＆ヴォーカルユニット・Prizmmy☆は、これま
でのイメージとは違うCOOLなモノトーンの衣

大人びた表情やパフォーマンスで、進化してい
くPrizmmy☆の姿を魅せつけた！

装で18日
（日）に登場。作曲に小室哲哉、振付に世
界で活躍するダンサー・Jessicaという豪華タッ
グが実現し話題となった楽曲
「I Just Wanna Be
With You 〜仮想
（ヴァーチャル）
と真実
（リアル）
の狭間で〜」
（発売中）を披露しました！ 日本の
みならず世界でも活躍する彼女たちのパフォーマ
ンスは今後も期待せずにはいられない！

会場を巻き込んだ熱いステージを披露!!!
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MCでは
「受講生として出場していたDNにゲス
トとして出演できてうれしい！」
と笑顔☆

Prizmmy☆の
最新情報はP.64へ！

毎年恒例となっているインストラクターナンバーやDream Teamを
始め、昨年夏に開催されたコンテストの入賞チームが登場するなど、
ハイレベルなショウの連続に大盛り上がりとなりました！

色気♡
大人の

avex Dance Master Instructors

カッコイイ映像とともに登
場！

セクシーなポリ
スの登場にテン
ションUP☆

観る者を楽しませるインストラクターたち。

ラストはバズーカが登場！ プレゼントはキャッチできたかな？

ストーリー仕立てのショウはかなり貴重！

Instructors SHOW CASE -JAZZ-

ジャンベに合わせてダンス♪

Instructors SHOW CASE -HIPHOP-

セクシーな衣装で登場！

HIPHOPだけのショーは見応えアリ◎

椅子を使ったダンスがカッコイイ～♪

ソロも
い！
かっこい
あまり見慣れないセクシーな
先生たちの姿にドキドキ！

受講生だけでなく、来場者も大興奮！

受講生からの声援がすごくて、インストラク
ターのテンションは上がりっぱなし！

アニソンダンスコンテスト 優勝・準優勝チーム
仕置きよ！
月に代わってお

DCC vol.2優勝校

同志社香里中学校（大阪府）

a - n ison
「お客さんがすごく多
くて緊張したけど、踊
りきりました！ 盛り
あがってくれて気持ち
よかったです！」
（a-nison)

誰もが知っているアニソン
だけに、会場もノリノリ♪

.JD

今回はセーラー戦士に扮してパフォーマンス☆

今回はメンバーが
多くて練習が大変
でしたが、大きな
ステージで踊るこ
とができて本当に
良 かった で す！」
（.JD）

ビシッと揃ったダンスに鳥
肌！

元気一杯のキッズダンサーが登場！

アニソンの世界観を
存分に表現☆

あまりのレベルの高さに会場中
から拍手が巻き起こった！

体中から音楽を
奏でています♪

「今まで踊ったステージの中でも１番大き
いところですごく緊張しましたが、楽しく踊
最後の決めポーズも決まった☆

れて良かったです！」
（同志社香里中学校）
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avex Dance Master Dream Team

登場からすでに会場は大盛り上がり！

17日のトリを飾り、18日のステージへバトンタッチ！

JSDA presents Official Dancer

ちゃう！
踊っていると楽しくなっ

髪を振り乱すほど迫力のあるダンスに圧倒！

昨年夏のa-nationで大きなステージを経験している
せいか、貫禄のあるパフォーマンスを披露☆

久しぶりに集まったメンバーと再び踊れることが
うれしい様子。

RENAISSANCE ALL STARS

モノトーンで統一した衣装がCOOL ！

Dream Teamは受講生にとって憧れのチーム。

背中には
「Dream Team」の文字
☆

avex Dance Master KANSAI ALL STARZ

レベルの高さにビックリ！

大きなステージ、慣れない土地で見事に踊りきった！

大阪からやってきた精鋭たち！

関西パワーを魅せつけ
た☆

Human ALL STARS
厳しい
オーディション
を勝ち抜いた
メンバーが集結！

このカッコ良さに憧れる受講生がたくさん☆

力強いパフォーマンス！

表情までバッチリ☆
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トリコロールカラーの衣装がカッコイイ☆

