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「女子高生にわいせつ写真要
求」　人気ユーチューバー「元
欅坂46と結婚」からの転落

「さっさとイカせて終わり」未
成年”援デリ”少女たちが相手する
ヤバい客の正体

「ジェルを股に塗られ…」50代
工場社長が“愛人の小学生娘”を数
年間、性のはけ口にしていた卑
劣犯行の真相《大阪・少女強制
性交》

「これ、ママだよね？」小6一人
娘から送られた自分のAV写真…
突然の身バレに返した言葉とは

《ゼブラ柄コートの容疑者が突
撃》無関係の旭川市民を晒しま
くる“迷惑ユーチューバー”被害続
出【1名逮捕】14歳少女イジメ
凍死

のこされたパートナーの毎日を
ずっと支える『つづくほほえ
み』
PR

女性の終活は千差万別！　多様
な悩みに応える“おひとりさま信
託”
PR

文藝春秋7月号「私の選んだベス
トブランド」プレゼント
PR

水溜りボンド、あやなん、コムドット…超人気
YouTuber31名が緊急事態宣言下に“自粛破りの大パーテ
ィ”「深夜3時まで泥酔カラオケ」《スクープ撮》
チャンネル登録者総数は約2226万人
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　6月18日22時頃、ほとんどの飲食店が閉店し人通りがまばらになった東京・恵比寿。しかし、飲食店
「X」にはいまだ煌々と明かりが灯っていた。そしてそこへ、次から次へと人が吸い込まれていく。彼ら
は一般人ではない。ほとんどが登録者50万人以上を持つ有名YouTuberなのだ。

「アバンティーズ」そらちぃ、「しばなんチャンネル」あやなん、関根りさ、「しばなんチャンネル」あやなんマネジャー、
「えびすじゃっぷ」けす・森山　撮影／細田忠　©文藝春秋

　5月28日、政府は6月20日までの緊急事態宣言の延長を発令した。酒類やカラオケを提供する飲食店
には東京都から休業要請が出され、休業しない場合もアルコールの提供は禁止、店の営業は20時までと
制限された。

　7月23日に開会式が予定される東京2020オリンピックでも、コロナの影響で観客数を会場の収容人数
の50%以下にすると決定。予定されていたパブリックビューイングなども全て中止とされ、一部の会場
はワクチンを接種するための会場に転用されるという。

100円から投資デビュー
口座開設

　自粛を強いられる日々に我慢も限界だという人も多いことだろう。人気YouTuberたちもそうした鬱憤
を抱えていたのか、この日はコロナ禍ではあまり見かけなくなった乱痴気騒ぎが繰り広げられることと
なる――。

　まず最初にXに着いたのは、「よさこいバンキッシュ」のわきをと「エスポワール・トライブ」のけー
すけ。そしてあやなんが続き、その後に古川優香も店に入った。それからも途絶えることはなく、
YouTuberが入店していった。

「エスポワール・トライブ」けーすけ、「よさこいバンキッシュ」わきを　撮影／宮崎慎之輔　©文
藝春秋

古川優香　撮影／細田忠　©文藝春秋

　この日、確認できただけでXに集まったYoutuberは以下の31名だ。

「しばなんチャンネル」あやなん　登録者数237万人
「水溜りボンド」トミー　登録者数415万人
「アバンティーズ」そらちぃ・ツリメ　登録者数147万人
関根りさ　登録者数141万人
古川優香　登録者数72万人
「ヘラヘラ三銃士」さおりん　登録者数113万人
ふくれな　登録者数179万人
まあたそ　登録者数196万人
歩乃華　登録者数57万人
「中町兄妹」中町綾・中町JP・ぴぐもん（マネジャー）　登録者数65万人
「コムドット」やまと・ひゅーが・ぼん（マネジャー）　登録者数205万人
「へきトラ劇場」へきほー・相馬トランジスタ　登録者数55万人
「よさこいバンキッシュ」わきを　登録者数42万人
「えびすじゃっぷ」フジ、森山、けす　登録者数46万人
「レイクレ」ともやん　登録者数83万人
「JJコンビ」ジロー、ジョージ　登録者数26万人
「おんばん」仲野温　登録者数13万人
「エスポワール・トライブ」島袋・けーすけ・ガチヤマ　登録者数64万人
「ボンボンTV」りっちゃん　登録者数217万人

　全員のYouTubeチャンネルの登録者数を合わせると、なんと約2373万人にも上る豪華なメンバー
だ。

この記事の画像（85枚）

参加者のチャンネル登録者数の合計は約2226万人

次のページ あやなんの28歳の誕生日パーティーだった
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９６歳で家を売りに出したお婆
さん。一体家の中はどうなって
いたのでしょう@
AD（Xfreehub）

対象のPowerShot Gシリーズご
購入で最大10,000円分キャッシ
ュバック
AD（キヤノンマーケティングジャパン）

彼女がAMC賞で着たドレスはと
ても小さく、想像を掻き立てる
ようなデザインです。
AD（Carnovels）

カップルが彼らの古い家の改修
を始めてから数時間で呼び出さ
れた警官
AD（Doithouses）

「『さよなら』といなくなろう
と」小室佳代さんが記者に初め
て語った「圭さん婚約問題」…
の苦しい胸の内

病院で見捨てられた赤ちゃん、
看護師が見て悲鳴を上げる

AD（Freehub）

藤井聡太王位に6勝1敗　“令和の
覇者”豊島将之竜王はどんな秘策
をぶつけてくるか

おいしすぎる子供向けサプリメ
ント「セノッピー」がママとパ
パに支持される理由とは？
AD（Hanakoママ web）

シェルター犬にペットショップ
で欲しがるものすべてを購入

AD（DailyBreak）

森の真ん中に階段を見つけた男
性は、それが国際的な秘密の核
心へと彼を導くとは思わなか…
たAD（Dailybreak）

「どこ住んでるの？」「ラブ
ホ」――家出少女のリアル。援
デリ少女達のその日暮らしとは

「美由紀と赤ん坊のために、家
でも持とうかと」…松田優作と
妻と3人の子どもたちの“家”を…
る物語

初代「バーチャファイター」キ
ャラモデルが追加DLCに
「Virtua Fighter esports」…
信スタート！AD（GAMEクロス）

「おかえりモネ」祖父役・藤竜
也　「妻と毎日必ず手をつな
ぐ」“伝説の女優”との結婚生活

「AV撮影とストリップの一番の
違いは…」　浅草ロック座デビ
ューの人気女優が語る“ステー…
の持つ魔力”

知らなかった！築30年の自宅が
まさかの4,000万円越え

AD（イエウール）

妻の妊婦姿を写した写真の後ろ
に映りこんだと衝撃のものとは

AD（「ティップアンドトリック」）

「寿命を縮める8つの悪習慣」毎
日の通勤や退職時期にも落とし
穴
AD（Newsphere）

大悟は「ギャラが上がらんね
ぇ」と…　『いろはに千鳥』総
合演出が‟カメラの外では千鳥…
会話しない”ワケ

「キーン」とつらい耳鳴りに医
薬品のナリピット錠！創業100
年の製薬会社
AD（原沢製薬工業）

Recommended by

《顔は真っ青で出血も…》今泉
佑唯が119番救急搬送　ワタナ
ベマホトに目の前で手錠「も…
本当に疲れた」

小林麻央さんのデビューから14
年間連れ添った担当マネジャー
が語っていた「麻央が亡くな…
た日」

伊藤沙莉27歳はなぜ売れる？…
いじめっ子から風俗嬢まで他の
女優にはできない役選び

まるで本物「加熱式から乗り換
え続出」喫煙者絶賛の新型タバ
コが1日66円
AD（dr.stick）

「あんたら一般人とは違う」“援
デリ”少女たちのギラギラした矜
持を目撃した瞬間

「たばこよりこっち吸うわ」1箱
でたばこ6箱分の新型タバコが1
日99円
AD（Dr_StiCk）

広げればあこがれの世界？ 大正
ロマンなステンドグラスの傘

AD（フェリシモ）

なぜ外壁塗装する人はコレを使
う？知らなきゃ高額費用払って
たかも
AD（ヌリカエ）

風俗嬢の本音トーク炸裂「あの
子じゃあこの業界で食っていけ
ないって」

現代ストリップ劇場は「美」の
エンタメの最先端？　 “令和の人
気セクシー女優”がいま浅草ロ…
ク座に挑むワケ

「海老蔵さんを好きになったん
です」キャスター抜擢から結
婚、がん闘病、お別れまで……
林麻央さんとの日々

今、話題のベーキングソーダを
ベッドの上に撒く人が増えた理
由
AD（Xfreehub）

犬を買った家族。しかしその犬
を一目見た獣医は警察に通報し
ます
AD（Articlestone）

潜水士のために生まれたダイバ
ーズウォッチは洗練されたビジ
ネスウォッチへ
AD（Forbes JAPANxTAG Heuer）

もう耳鳴りに悩まない！生薬
100％に変えてみると？製薬会
社から発売の漢方の秘密
AD（源平製薬）

場所を取らずに6畳で100インチ
を実現、照明一体型3in1プロジ
ェクター
AD（popIn Aladdin）

「もうタバコいらない」新型た
ばこで年間のタバコ代を半額に
節約
AD（Dr.Stick）

面談で「辛いと感じることはな
いですか？」あまりに複雑な家
庭環境をもつ女子生徒の答え…
は……。

「タバコよりこっち吸うわ」1日
540円→66円の新型タバコ爆売
れ
AD（Dr.Stick）

「補聴器やーめた」60代が試し
た方法が凄すぎると話題に

AD（アイリンクス）

Recommended by

週刊文春6月3日号「シニアライフ特集」
アンケート＆プレゼント

週刊文春7月1日号「資産運用・相続特
集」アンケート＆プレゼント

文藝春秋6月号「住宅・住宅設備特集／不
動産・土地活用特集」アンケート＆プレゼ
ント

文藝春秋7月号「遺言特集」アンケート＆
プレゼント

週刊文春WOMAN夏号「お金の終活特
集」アンケート＆プレゼント
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最新 24時間 週間
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【暴走事故はなぜ繰
り返されるのか？】
「もっといいの。あ
げる」ベンツで女性
をひき殺した“川崎の
偽セレブ女”　元夫が
初告白《明大生時代
からの乱倫と薬物依
存》

「気持ち悪い」から
「あせるな」へ…“童
貞”をめぐる言説が男
性に与えた“知られざ
る影響”

「メンタルぎりぎ
り」0歳児を抱えた
家族4人の“隔離10
日”現場写真　狭い密
室で子供は食事をし
なくなり…《デルタ
株対策》

4

【暴走事故はなぜ繰
り返されるのか？】
伊藤健太郎「現場に
戻り、飄々とスマホ
をいじっていた」恋
人・山本舞香への献
身の陰で危惧されて
いた“マイルドヤンキ
ーな素行”

5

雅子さま“奇跡のティ
アラ姿”、夏休みに日
焼けされた愛子さま
の“大人ワンピ”　天
皇ご一家の知られざ
る「素顔」

4
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NEW
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SCOOP!

ランキングをもっと見る

最新情報をお届け！
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SPECIAL

PR

グローバルで活躍できる日
本企業に集中投資。圧倒的
な運用実績で人気の実力派
投信とは

PR

【新規事業創出カンファレ
ンス】東大 松尾教授、旭
化成 久世デジタル共創本
部長、ライゾマティクス
真鍋氏と考えるビジネスの
「新・領域展開」

PR

文藝春秋7月号「私の選ん
だベストブランド」プレゼ
ント

PR

「グレイヘアは『アリ』で
も、悩みは尽きず……」白
髪は自分で染めたい“自染
め派”向けヘアカラートリ
ートメントって!?

PR

「オペレーターが共有画面
を見ながら操作方法を説
明」初心者・高齢者も安心
の「外貨保有のための
FX」という発想

PR

自分使いにも、贈り物に
も、プロが選んだ名品3選

PR

日常をリゾートに変えるブ
ルックス ブラザーズの名
品とは？

PR

のこされたパートナーの毎
日をずっと支える『つづく
ほほえみ』

PR

映画監督・西川美和がマニ
フレックスで見つけたすば
らしき世界

PR

女性の終活は千差万別！　
多様な悩みに応える“おひ
とりさま信託”

PRESENT & EVENT

第4回「好きなジャニー
ズ」アンケート中間発
表！　上位陣で最年長は東
山紀之、最年少は？

読者アンケート

《文春落語》柳家喬太郎独
演会をライブ配信！連続口
演「怪談牡丹灯籠」

お知らせ

「週刊文春WOMAN」
（2021年 夏号）読者ア
ンケート＆プレゼント

お知らせ

週刊文春7月1日号人気記
事アンケート募集中！

人気記事アンケート

メールマガジン登録（無料）
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