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　昨年 11月に、 1st Digital EP 『Living Room』

でメジャーデビューを果たした 6人組ツイン “リー

ド ” ヴォーカルバンド＝ Penthouse。 2 月 9 日

にメジャー 1st 配信シングル 『単焦点』 をリリー

スし、 2022年に躍進を期待するネクストブレイク

アーティストとして、 Spotify の 「RADAR ： Early 
Noise 2022」 にも選らばれた大注目のバンドだ。

　その Penthouse の女性ヴォーカル、 大島真

帆は青山学院大学出身。 DREAMS COME 
TRUE の吉田美和を尊敬し続けている。

　また、 音楽活動以外に人材業界で活躍する転

職エージェントとしての顔を持つ。 その素顔は明

るくポジティブで太陽のよう。 約 1 ヶ月後に東京

公演を控えた大島真帆さんに語ってもらった。

【2022.1.29 都内スタジオにて

取材 ・文 ：加瀬正之＆山崎かな

取材協力 ：ビクターエンタテインメント】
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★昨年 11月 24日にビクターエンターテインメントから 1st EP
『Living Room』 をリリースして、 メジャーデビューを果たしました
が、 現在の気持ちを聞かせて下さい。

　 幼少期から歌手を目指していて、 その中で一度普通に就職を
して、 社会人になってからメジャーデビューということになったん
です。 そこに至るまで時間が掛かったこともありましたけど、 だ
からこそメジャーデビューできた時の喜びだったりとか、 これが
ゴールではないんですけども、 一つの達成感みたいなものもあ
りましたね。 また、 学生時代から一緒にやって来た仲間たちとこ
こから新たに始められるんだという期待とかワクワク感みたいな
ものもすごく感じてはいますね。

★メンバー 1人ずつ紹介コメントを頂けますか？

【浪岡真太郎 (Vo, Gt)】
　 ヴォーカル＆ギターということで、ほとんどの曲の作曲に携わっ
ているのが浪岡です。 うちのバンドにはリーダーというのはいな
いんですけど、 何か決断をする時やどうしようとなった時、 浪岡
がこっちって言った方にみんなが向くというような、 そういう決定
権を持った人物なのかなって思いますね。

【矢野慎太郎 (Gt)】
　 私の 2つ上の先輩になるんですけど、 一番人が嫌がりそうな
仕事を引き受けてくれるタイプで、 元々コンサルタントをやってい
たっていうこともありますが、 細かい調整作業とか事務や会計処
理とかが得意ですね。 あとは、 ラジオ収録とかちょっとした音源
の収録をする時には、 彼がエンジニアになって音源をミックスし

たり、 そういうことを独学でやってくれています。

【大原拓真 (Ba)】
　 大原さんも私の 2つ上の先輩になるんですけど、 ムードメー
カー的存在として大きいと思います。 あとは、 やっぱり作詞です
ね。 作詞をやっている量が一番多くて、 ほとんどの曲は大原さ
んが作詞をしています。 ポップスを聴いて育って来たので、 一
番ポップス的素養が強いというか、 浪岡が洋楽テイスト的な曲を
作ってくれることが多いので、 そこにポップス的要素を取り入れ
て、 より多くの人に楽しんで頂くにはどうしたら良いのかという案
を出してくれたりすることが多いのかなと思いますね。

【平井辰典 (Dr)】
　 私の 4つ上の先輩になるんですけど、 一番年上でして、 バン
ドに中でも支柱的な役割を担っているのかなと思います。 但し、
いじられ役というか、 それこそムードメーカー的な立場でもあると
いうところと、 一応ビジュアル担当的なところもありますね （笑）。
また、 ドラムのリズムパターンに対してのこだわりが強かったりも
するので、 浪岡が作って来たデモに対してドラム的な視点でアレ
ンジを加えたりすることとかはありますね。

【Cateen ／角野隼斗 (Pf) 】
　 私の人生で出会った中で一番天才だなと感じる人ですね。 2
つ下の後輩で昔から一緒に遊んでいた仲間ではあるんですけ
ど、 今や私もなかなか会えないくらいのスターになってしまいまし
て （笑）。 本当に音楽に愛され、 音楽を愛しているピアニストと
して、 バンドにはなくてはならない存在なのかなって思います。

大島真帆 【Maho Oshima】

Special Interview
Penthouseの紅一点女性ヴォーカルとして活躍する注目のアーティスト！
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★大島さんご自身の紹介コメントを頂けますか？

　 私ですか？！ （笑）。 そうですね・・・、6人中 5人が東大生で、
ロジカルに物事を決めたり、 話し合ったりすることが得意なので、
何かフィーリング的な要素を入れたい時とかは私の存在が結構
必要ですかね （笑）。 私が唯一直感的に物事を決めたり考えた
りするタイプなので、 そういった所だけは貢献できるんじゃない
かなって思います （笑）。 あと、 バンドを始めた頃は話し合いで
ピリピリしたりとか、 意見がぶつかったりすることも多かったんで
すけど、 私は底抜けに明るいので、 そういった時にムードを和ま
せたりとか、 上手く調和させるみたいな、 そういう役割としては
活躍して来たかなって思います （笑）。

★ Twitter で 「大阪最高！」 とツイートされていましたね。 東京
公演も控えていますが、 今回はどんなステージになりますか？

　 先日初めて大阪でライヴがありましたが、 これまでお酒を提供
しながらライヴを楽しむビルボードライブ東京みたいなところでのラ
イヴが多かったんですけども、 初めてお客さんと距離感が近い空
間でのライブでした。 大阪はお客さんのノリがすごく良かったので
最高でしたね （笑）。 大阪に来るのを心待ちにしていて下さった方
も多かったので、 やっと会えたっていう感覚が会場からも伝わって
来ましたし、 私自身もやっと大阪でライヴができたんだなってとい
う喜びが大きかったですね （笑）。 コロナ禍の状況下ではあるん
ですけど、 その中でも一緒の空間をお客さんと作っていくことがで
きることに高揚感とか一体感みたいなものを感じましたね。 東京
公演もそういったライヴになればいいなって思っています。

★東京公演ではおかのやさん、 るーかさんがコーラスとして参加
するとのことですが、 どなたのアイディアだったのですか？ 

　 おかのやともかさん、 るーかさんはこれまでコラボさせて頂くこと
も多くて、 お二人からも 「ぜひ次、 何かの機会にコーラスで呼ん
で欲しい！」 とおっしゃて頂いて、 浪岡が特に仲が良いので、 浪
岡にも言って下さったんです。 それで今回大阪と東京で 2公演や
ることになった時、 何か違いがあった方がお客さんにも楽しんで頂
けるんじゃないかということで、 浪岡がおかのやさんとるーかさん
に発案して、今回東京公演に参加してもらえることになったんです。

★ツアーグッズもファンは楽しみにしていると思いますが、 デザ
インはメンバーのアイデアも取り入れているのですか？

　 今回は特にドラムの平井がディレクションというか、どういうグッ
ズでどういう形や色が良いかなどのアイデア出しとか組み合わせ
のようなことも平井が決めました。 女性のファンの方が多いので、
女性のファンの方に喜んでもらえるようなグッズが良いんじゃない
かということも考えましたね。 デザインがすごく可愛くて、メンバー
も日常的に使えるようなグッズが多いので、 ファンの方も一緒に
お揃いで使えるようなものになればいいなって思いますね。

★衣装とかも平井さんが全部考えられているのですか？

　 そうですね、 今回はスタイリストさんも一緒に付いて来て下さっ
て、 一緒にスタイリングしながら衣装を買いに行ったりもしたんで
すけど、 平井が機軸になって決めることが多いですね。 平井は
普段の買い物は ZOZOTOWN でしかしないんですけど （笑）。
彼は全部 ZOZOTOWN でオシャレにコーディネイトするところに
優れていますね （笑）。

★ （東大出身の方々に囲まれているので） メンバーの方に影響
されて始めたことや、 考えが変わったことなどはありますか？ 

　 浪岡のスタンスが、 できるかできないかじゃなくて、 とにかくや
るっていうタイプで、 彼の場合はやり始めると何でも直ぐにでき

ちゃうので、 そこは私とは大きく違うところではあるんです。 でも、
自分にはできないとか、 勝手にそのハードルを設けずにとりあえ
ずやってみようみたいな、 とりあえず手を動かしてやってみると
いうことがすごく重要なんですね。 バンドの中で、 そういったスタ
ンスは結構影響された部分だと思いますね。

★大島さんは緊張はされる方ですか？

　 めちゃくちゃ緊張します。 でも、 ファンの方々の前に立ってしま
えば、 楽しさの方が圧倒的に勝ってしまうので、 全然大丈夫な
んですけど、 ステージに立つ直前までは誰よりも緊張しているん
じゃないですかね。

★バンド名 Penthouse の由来を聞かせて下さい。

　 元々、 角野がパリにいた頃に付けたんですけど、 みんなでそ
れぞれ 10個くらいのバンド名の案を持ち寄ったんです。 その中
で浪岡が一番推していたのが、 Penthouse っていうバンド名で、
字面だったり響きだったりと、直感的に決めた部分もありますね。
意味合いとしては、 日常を彩る音楽というか、 日常にあるんだ
けどちょっとかけ離れているというか、 何かそういう空間を提供
できる音楽になったらいいなという若干後付けなところもあります
けど、 そのような由来があります。

★アルバムリリースの予定などありますか？　

　 今のところまだ特に決まってないですね。 今は目の前の新曲
作りに切磋琢磨しながら取り組んでいる感じです。

★ Penthouse のファン層 （男女比や年齢層、海外等） について、
バンドとして考えていることはありますか？

　 幅広い層の方に聴いて頂いてて、 特に 30~40代のファンの
方が非常に多くいらっしゃるなっていうのは感じています。 もちろ
んそういったファンの方には引き続き応援頂きたいですし、 もっ
と多くの方に聴いて頂きたいという気持ちもありつつ、 やっぱり
若い世代、 Z 世代と言われる方にもっと聴いてもらって、 発信を
してもらえると良いかなと思いますね。 ゆくゆくは海外にも届けら
れる機会があれば良いなとも思っています。 何か具体的なこと
を進めている訳ではないのですが、 浪岡もずっと英語で曲を作っ
ていたというバックグラウンドがありますし、 角野は海外でも大人
気のピアニストなので、 海外にも発信していけたらいいですね。

★大島さんの音楽との出会いについて聞かせて下さい。

　 元々父がすごく音楽好きだったので、 幼少期から音楽は常に
そばにある存在でしたね。 崇拝するドリカムさん、 山下達郎さ
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ん、 竹内まりやさんとか、 いわゆる昭和、 1980年代～ 90年代
を彩った方々の音楽をずっと聴いていました。 洋楽も家族でご飯
食べる時によく流れていたり、ドライブに行く時に車の中でかかっ
ていたので、 日常的に自分の中に取り入れていたことはありまし
たね。 洋楽ですと、 ボズ・スキャッグスとかボビー・コールドウェ
ルとかを好んで聴いていました。 あと、 姉がずっとピアノをやっ
ていたので、同じ先生に習うようになってピアノを始めていく中で、
自分はピアノ以上にやっぱり歌を歌うことが好きなんだなっていう
ことに気が付いて、 それで、 中学からミュージカルの部活に入っ
て本格的に歌を習い始めたんです。

★学生時代の音楽活動について聞かせて下さい。

　 高校の部活で軽音楽部に入りまして、 歌手になりたいって言っ
ていた中で、 それであれば、 学区外に何か発信する方法があっ
た方が良いという母の提案があったんです。 ミュージカルですと、
学校の中では有名になれるんですけど、 学区外の方に見て頂く
機会ってほとんどないので、 学校以外の人とバンドを組んだりと
か、 そういう機会を作ったということがすごく大きいかなとは思い
ますね。

★高校の時に初めて組んだバンドについて聞かせて下さい。

　 最初はコピーバンドでした。 最初はいきものがかりさんばっか
りやっていました （笑）。 当時は初心者だったので、 多分ちゃ
んとコピーできていなかったとは思うんですけど、 一年半くらい
の間いきものがかりさんの曲ばかりやっていましたね。 それか
ら、 Superfly さんがデビューされたので、 高校 2年生の頃は
Superfly さんに憧れてどっぷりハマってコピーばかりやっていた
時期とかもありました、 高 3になってからオリジナルの曲を作り
始めて、 ガールズロックバンドをやったりもしていましたね。

★ DREAMS COME TRUE の吉田美和さんから強い影響を受
けられたそうですが、 実際に会われたことはありますか？　もし
会えたら、 聞いてみたいことなどありますか？

　 会ったことはないです！　会ったら死んでしまうかもしれないで
す （笑）。 聞きたいことですか？　考えたこともなかったです、 一
生会えないと思っているので （笑）。 でも、 やっぱり歌に関わる
ことを聞いてみたいですね。 ステージに立っている時どんなこと
を考えているんだろうみたいなことだったりとか、 あとは、 歌にど
ういう風に向き合われているのかみたいな。 あれだけ生きること
と同じように歌を歌う人ってなかなかいらっしゃらないと思うので、
そういった根本をぜひ聞いてみたいと思いますが、 会ったら緊張
して何も喋れないと思いますけど （笑）。

★英語の歌と日本語の歌で歌う時の感覚の違いはありますか？ 

　 日本語の曲は昔から歌詞をはっきり伝えるということをすごく
意識していますね。 浪岡がリズム重視の歌い方で、 曲のリズム
とビートに合わせて歌うので、 歌詞をちょっと聴き取りづらくした
りとか、 母音とか子音を前に出さない歌い方をすることとかある
んですけど、 一方で、 私は歌詞が伝わってなんぼだと思ってい
るところもあるので、 日本語の時は、 よりメッセージ、 言葉が伝
わりやすく歌うということはありますね。 英語の場合は、 リズム
がすごく重要になってくるのと、 浪岡が出しているビートとかリズ
ムにどれだけ自分が合わせられるかが肝と思っているので、 そ
れが難しいところではあるんですけど （笑）。 2018年くらいから
活動していて、昨年11月にリリースした初EPくらいから漸くちょっ
とずつ彼との呼吸が合って来たと感じているので、 そこが結構大
事かなと思いますね。

★作詞 ・作曲はどのようにしているのですか？

　 Penthouse の場合は、基本的に曲が先の時が多いのですが、
作曲はほぼ浪岡が全部やっているので、 私が作曲することはほ
ぼありません。 作詞に関しては、最初はほとんどやっていなかっ
たんですけど、 最近は使われなくても良いから、 とりあえず自分
のインスピレーションで書いてみようと一応書くようにしています。
なので、 どういう時にというより、 新曲が上がって来て、 こうい
う曲なのかなみたいなイメージとか、 浪岡の中でイメージを持っ
ている時もあるので、 それと上手くフィットするように書いてみる
時もありますね。 100% 採用されることはほとんどないですが、
10% と 20% とかでも採用されたら、 今回は採用されて良かった
みたいな気持ちになりますね （笑）。

★本誌The Walker'sはジャズがメインの雑誌ですが、好きなジャ
ズ ・ ミュージシャンはいますか？

　 私と同い年のニッキ ・ ヤノフスキーさんていうジャズ ・ ヴォー
カルの方がいらしゃるんですけど、 大学 1~2年生の頃からすご
く好きです。 彼女がクインシー ・ ジョーンズとかオーケストラと一
緒に 「I Got Rhythm」 とか、 「Take The A Train」 を歌っている
動画をたまたま YouTube で見て、あのリズム感といい、歌声だっ
たり独特なしゃくり方だったりとか、 そういうところにすごく魅了さ
れましたね。 私が見た動画が 12歳の時の映像で、 もう天才過
ぎる！って思って心打たれました。 それから今もずっと彼女のこ
とは追いかけていて、 ブルーノートでのライヴも観に行きました。

★ジャンルを問わず、お気に入りのアルバムを 3枚挙げて下さい。

　 私はポップスで育って来たところもあるんですけど、 それこそド
リカムさんの 『THE LOVE ROCKS』 が一番好きなアルバムで、
何回も聴いてライヴも見に行きましたし、ドリカムの魅力が詰まっ
ているんです。 ボサノヴァ系の曲や王道のポップス、 ラヴソング
みたいのも入っていたりとかすごく好きなアルバムですね。 あと
は、 山下達郎さんの 『MOONGLOW』 もよく聴いていたアルバ
ムです。 一昨年ブルーノートで結婚式を挙げたんですけども、 そ
の時に 『MOONGLOW』 の中から 1曲父に歌ってもらって一緒
にデュエットをしたのですが、 私にとってすごく特別なアルバムで
すね。 あと、 Chic （シック） が昔から大好きでして、 ナイル ・ ロ
ジャースのライヴとか何回も行って、 実際にブルーノートでお会
いしたこともあったんですけど、 『Chic』 という 70年代のアルバ
ムは昔よく聴いてましたね。 「エヴリバディ・ダンス」とか「ダンス、
ダンス、 ダンス」 とかヒット曲も入っているアルバムで、 高校時
代にこのアルバムはすごくよく聴いていました。

★機会があれば、 ソロ ・アルバムなども作ってみたいですか？

　 あまり考えたことはないですね。 私自身、浪岡の作る曲があっ
てこそと感じているので、 自分がもしソロ ・ アルバムを作るなら、
私は曲は書かないので、例えば、ジャズ・カヴァー・アルバムだっ
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【Penthouse official website】
https://penthouse-tokyo.com

【Maho Oshima twitter】
https://twitter.com/maho_0113

Penthouse new release

たりとか、 そういうアルバムは興味はあるかもしれないですね。

★旦那さんも音楽をされていたようですが、 旦那さんとのデュオ
などはありませんか？

　 旦那とデュオですか？！ （笑）。 旦那は今はバンドはやってい
ませんが、 昔は角野と私と一緒にやっていたんです。 家の中で
は歌っていたりしますが、 それこそ私が Penthouse の曲を家の
中で練習していると、 「ピッチが甘いよ！」 みたいにダメ出しされ
るんです （笑）。 旦那は楽器はベースなのですが、 結構歌が上
手くて、 絶対音感なんですよ。

★人材業界でも活躍されていますが、 音楽と両立されていること
で特別な経験などありますか？
　
　 そうですね、 それこそバンドをやっている方とかがいて、 仕事
とバンドを両立したいみたいなニーズがある転職者に対して、 共
感できる部分は大きいですね。 仕事以外に大事なものがある人
に対しての気持ちの理解などに対しては私ならではのものと思っ
ていて、 私もバンドやっているんですよみたいな話になりますね。
Penthouse っていうんですけどって話をした時など驚かれたり、
私と知らないで聴いて下さっている方とかもいて、 「ヴォーカルの
人と似てるな〜って思ったんですよ」 みたいに言われたりもしま
す （笑）。 月々新しい方だと 30~40名くらいお会いしているので、
ファンを増やす機会があるって考えるとすごく良いお仕事だなっ
て思いますね。

★大島さんはとてもオシャレですが、 ファッションについてこだわ
りや特別好きなブランドなどありますか？

　 ファッションは DIESEL が大好きでして、 子供の頃からずっと
着ているブランドです。 服には結構こだわりがあるかもしれない
ですね。

★昨年末に Twitter で 「運命的に出会ってしまったので・・・」 「ど
うしてもお NEW のカバンをアピールしたい人。」 とカバンを買っ
たことをツイートされていましたね？

　 そうなんです！　よくご存じで （笑）。 表参道で路面店が立ち
並んでいたので、 STELLA McCARTNEY にフラ〜と立ち寄って
しまったら、 一目惚れして買ってしまうみたいな （笑）。 そういう
衝動的買い物はすごくしてしまうタイプなんです （笑）。

★質問ではないですが、 アップテンポな曲調がお似合いなパワ
フルな歌声の印象ですが、 バラードももっと聴いてみたいです！

　 そうですね、 バラードはバンドの中でもそろそろやりたいと話し
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ていますね。 浪岡の独特の声はロックバラードにもとても合うの
で、 Penthouse でバラードを作って出せたら、 彼の声の魅力も
発揮できるんじゃないかなと思いますし、 私もそこに華を添えた
いという気持ちはあります （笑）。

★どのようなヴォーカリストを目指していますか？

　 やっぱり歌詞がある曲を届けているので、 自分の歌によって
元気が出たり、 癒されたり、 聴いて下さる方に対してプラスのエ
ネルギーをもたらすことができる歌い手になりたいですね。 歌手
になるという夢は小さい頃からずっと変わらなかったので、 その
ために技術を磨き、 歌のことをより深く理解することをこれからも
極めていきたいですね。

★ Penthouse としての今年の目標、 大島さん自身の今年の目
標について聞かせて下さい。

　 バンドとしての目標は、 今年が勝負の年になると我々みんな
思っていまして、 Spotify のプレイリストに選んで頂いたりとか、
メディアでも去年以上に取り上げて頂ける機会も増えるんじゃな
いかなと思っているので、チャンスを一つ一つ掴んでいきながら、
多くの人に聴いてもらうということが大きな目標になると思ってい
ます。 私個人として、 具体的な目標は考えたことは正直なかっ
たんですけど、 曲の制作とか、 歌詞を作るとか、 そういうことは
去年以上に積極的に参画して行きたいなと思いますね。 あと、
やっぱりヴォーカリストとして自分の色や強みを持って、 誰にも
負けないものと言いますか、 何か明確なものを生み出せる年に
したいなという思いはあります。 コロナで大変な状況ではあるん
ですけど、 少しでも早く落ち着いて、 次のライヴの計画ができる
ようになるといいなと思いますし、 できる限りバンドでの活動の幅
を広げられる年にしたいなと思いますね。

★最後に、 The Walker's 読者と Penthouse ファンにメッセージ
をお願いします！

　 本当に今年は勝負の年、 Penthouse にとってもかけがえのな
い一年にしていきたいので、 これまで以上にたくさん曲を作って、
ファンの皆さんにも喜んで頂けるようなイベントとかもたくさんやっ
て、 目にしてもらったり、 耳にしてもらえる機会を増やしていける
ように頑張りたいと思います！

1st 配信シングル
『単焦点』

2022.2.9 Release

写真撮影 ：山崎かな


