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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

「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（AIゴールド証券）

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

【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

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

genre : エンタメ, 芸能

ツイッターをフォローして最新記事をいち早く読もう
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　水溜りボンドはその人気と好感度の高さから、東京2020オリンピックのコカ・コーラアンバサダーに
も就任している。

「『＃チームコカコーラ』として、人気ユーチューバーのHIKAKIN、はじめしゃちょー、東海オンエ
ア、Fischer's-フィッシャーズ、水溜りボンド、アバンティーズの6組が東京2020オリンピックのアンバ
サダーを務めています。2019年の6月10日には、コカ・コーラ社が主催する聖火ランナー公募キャンペ
ーンの会見に出席し、綾瀬はるかさんやサッカー日本代表の堂安律さんらと聖火リレーの擬似体験を行
なっていました」（同前）

「アバンディーズ」ツリメ

　激しいどんちゃん騒ぎを終え、あやなんが店を出たのは19日の深夜3時20分頃。アバンティーズのそ
らちぃに肩を抱えられて路上に出たが、自分では立つことができないほど泥酔していた。友人からのプ
レゼントを持つことのできないあやなんの代わりに、あやなんのマネジャーがそれらを持っている。

100円から投資デビュー

口座開設

「アバンティーズ」そらちぃ、「しばなんチャンネル」あやなん　撮影／細田忠　©文藝春秋

　関根りさ、えびすじゃっぷの森山、けすも店前に出てくると、泥酔したあやなんは路上に座り込みそ
らちぃの足を抱く形で寝てしまった。それを見た周囲は少し笑い、再びそらちぃがあやなんを抱きかか
えて、迎えにきていた車へと乗せた。

　あやなんが帰宅すると、パーティーはお開きムードになり、それぞれ車やタクシーでお店を出て帰路
についた。

　緊急事態宣言が発令され、少人数で短時間での会食やマスクをつけての外出、不要不急の外出を控え
るようにアナウンスがある中で開催されたあやなんの誕生パーティー。ましてや水溜りボンドとアバン
ティーズは、いまだ無観客開催をすべきという声も上がっているオリンピックのアンバサダーを務めて
もいる。

「レイクレ」ともやん　撮影／細田忠　©文藝春秋

　水溜りボンド、アバンティーズ、エスポワール・トライブ、ボンボンTVらが所属する事務所
「UUUM」に問い合わせると以下のような回答があった。

「ご指摘の日時、場所において、外部クリエイターの方の誕生会が行われ、一部出席者において深夜に
及んでのカラオケが行われていたことは事実でした。また、ご指摘の通り一部出席者が路上喫煙をした
ことも事実でした。

　出席者に事実関係を確認しましたが、交流あるクリエイター同士で自然発生的に立ち上がり、誰が主
催ということなく開催に至ったとのことです。

　また、トミーに改めて確認しましたところ、当日の行動について、社会の一員として、また、インフ
ルエンサーとして、非常に不適切な行動だったことに気づき、現在大変深く反省している状況です。弊社
としましても、クリエイターの生活指導の不行届きにより、皆さまにご迷惑をおかけしたことを、お詫
び申しあげます」

　歩乃華が所属する事務所「VAZ」からは、「ご連絡をいただきました件について、事実確認をしてお
りますので、現時点では回答を控えさせていただきます」と文書で返答があった。

　レイクレのマネジメント会社「株式会社エクラ」からは以下のような回答があった。

「指摘された日時、場所において誕生会が行われたことと、一部出席者は深夜におよんでカラオケを行
ったことについては事実であります。

　開催経緯については、交流あるクリエイター同士で自然発生的に立ち上がったものであったと聞いて
います。ともやん自体は大阪在住でたまたま東京で仕事の為参加しましたが誰が主催かはわからないま
まの参加と聞きました。

　感染対策に関しまして、万全だったかと言われましたら、本人は『専門的なことはわからないので安
易な返答はできません』とのことです」

　そのほかのYouTuberからは、期日までに回答はなかった。

記事内で紹介できなかった写真が多数ございます。こちらよりぜひご覧ください。

この記事の写真（85枚）

+全表示

文藝春秋が提供する有料記事は「Yahoo!ニュース」「週刊文春デジタル」「LINE NEWS」でお読みいただけます。

※アカウントの登録や購入についてのご質問は、各サイトのお問い合わせ窓口にご連絡ください。
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「文春オンライン」特集班 著者の記事一覧を見る

人と差が付く選択肢。カラーダ
イバーズの取り入れ方を検証！

PR(ティソ on TASCLAP)

人気漫画家スケラッコさんの新
連載、第２話は思いがけず始ま
るルームシェアの話
PR(UR賃貸住宅)

嵐・二宮和也　緊急事態宣言下
に秋田県の「妻の実家」里帰り

2ショット写真「妻のように振る
舞う愛人」近藤真彦が陥った“権
力”への慢心

「働き方改革プロジェクト」に
より素早く課題を解決

PR(ビズヒント)

TOKIO長瀬ジャニーズ退所　残
る3人は”社内独立”へ

リボ払い3年以上の人は『減額診
断』を試して

PR(減額診断)

脚の老化が気になる方｜サント
リーモニター、1世帯様1回限り

PR(サントリー)

味の素（株）の「グリナ」すみ
やかに深い睡眠をもたらす！

PR(味の素株式会社)

ココチよいがテーマ！渋谷のお
すすめスポットとは？

PR(cocoti SHIBUYA)

プロも注目の新ヘアアイロンは
この夏、絶対買い！

PR(ダイソン)

令和のタバコ事情「1日66円の
新型タバコ」に乗り換え殺到!?

PR(株式会社HAL)

「やっぱり、やらせてください
！」小林麻耶のTBS“早朝襲撃事
件”

「ジャニーズの長男」近藤真彦
　25歳下女性社長と「沖縄不倫
ゴルフ旅行」

中居正広「退所報告メール」返
信しなかったのはキムタクだっ
た――2020上半期BE...

【ちくのう症に悩む人殺到】効
果が認められた漢方を試した結
果…
PR(源平製薬)

「毒性のある食品リスト20」知
らないうちに口にしているかも

PR(NewSphere)

解体のベテランがサポート、解
体工事料金をチェック

PR(解体エージェント)

嵐　大晦日に東京ドームでラス
トライブ

1箱でたばこ7箱分コスパ最強電
子たばこ今なら7000円OFF

PR(株式会社HAL)

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）

わずか1年でオーナーが手放す車
ランキング あの日本車も

AD（NewSphere）

「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）

「どうやってリピ客とるの？」
客をリピートさせる“援デリ少
女”の最重要テクニックとは

対象のカメラをご購入で最大
30,000 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）

【暴走事故はなぜ繰り返される
のか？】伊藤健太郎はなぜひき
逃げ現場から逃げたのか？「…
は『快感原則』に支配されたま

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）

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）

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）

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）

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）

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」

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）

「生まれ育ちは東京だけど、根
無し草の感覚があった」　『ふ
しぎの国のバード』の作者が…
治を舞台に選んだ“意外な”ワケ

外壁塗装を10軒やった友達が教
えてくれたこと、家を建てたハ
ウスメーカーから出された外…
塗装の見積額が思ってたより高AD（ヌリカエ）

「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

「挿入長いほど女は消耗する、
減るもんじゃないっていうけど
実際減るから」自己防衛の方…
とは

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）

「私、こんなことやりたいのか
な」さとう珠緒48歳が振り返
る“幻の地下アイドル時代”

《思わず「マジかよ」》子育て
で直面する“あるある”…年子を抱
えた一家の「今日の一日カル…
タ」
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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

週刊文春WOMAN夏号「お金の終活特
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

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
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ランキング

最新 24時間 週間

写真 シェア コメント

【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

5
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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

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

「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

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

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

自分使いにも、贈り物に
も、プロが選んだ名品3選

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

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

【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

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

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

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）

　送　信　
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