News Release

Mia music&Books

2017年3月17日

いい音楽・いい映画を売っています！

Mia music&Booksはフィリピンの音楽・映画の専門店です

日本とフィリピンのハーフシンガー「齋藤夏美 (NATSUMI SAITO)」さんが
この春フィリピンの芸能界にメジャーデビュー！
• フィリピンの芸能界では史上初、ステージネームを日本名(姓名共に本名)でメジャーデ
ビューしました！
• 難関新人オーディション「ザ・ボイス」フィリピン版で注目されフィリピン最大手レコード
レーベルからデビューアルバムを近日リリースします！
・3月16日初のライブ出演も大成功！この春フィリピンで行われる各種イベントに登場しま
す！

■齋藤夏美(NATSUMI SAITO)
2001年東京生まれ。フィリピン育ち。13歳の時世界的に有名な新人歌手オーディ
ション「ザ・ボイス(The Voice)」の年少版「ザ・ボイス キッズ(The Voice Kids)」
のフィリピン版へ出場した際に審査員の眼に留まり、敏腕プロデューサーの指導
の元フィリピン最大手レコードレーベル「スターミュージック(Star music)とアー
ティスト契約・デビューアルバムのリリースとなりました。
フィリピンでは日系の歌手でメジャーデビュー・芸名を姓名ともに日本名(本名)に
するのは史上初！

■デビューアルバム「NATSUMI」(近日リリース予定)
NATSUMI SAITOをデビュー前からサポートしている気鋭の作曲・音楽プロ
デューサーのジョエル・メンドーサ(Joel Mendoza)氏が作曲したオリジナル曲
を6曲収録。ファーストシングルとなる「Para Lang Saʼyo (パラ・ラン・サイ
ヨ / あなただけに)」はオーソドックスなフィリピンポップスにラテンフレーバー
をトッピングした爽やかなポップナンバー。秀でた才能を持つNATSUMIの
ボーカルを堪能できるのはもちろん、フィリピン独特の甘くロマンティックな
ポップスやフィリピンで人気の最新サウンドも盛り込まれていて初めてフィリ
ピンのポップスを耳にされる方にもオススメの1枚です。
■メジャーイベントにも続々登場
• 3月16日：人気・実力ともにフィリピンナンバーワンの若手シンガーらが登場するイベントにゲストシンガーと
して出演、堂々のパフォーマンスに会場に詰めかけた満員のファンから大喝采を受けました
• 3月24日：超大物シンガーも登場するチャリティイベントにゲストシンガーとして出演します。
• アルバムリリース後はフィリピン国内のショッピングモール各所で発売記念のイベントを開催します。

650-0025 神戸市中央区相生町4-4-4-302

記事についてのお問い合わせ先：

ホームページ：http://opmjapan.com

Mia music&Books 運営責任者：藤野秋郎

メールアドレス：mia@opmjapan.com
電話：078-361-0814
携帯：090-3943-2770
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■もっと知りたい！NATSUMI SAITOさん
NATSUMI SAITOさんは2001年8月25日東京生まれ。(漢字名は
齋藤夏美)。4歳の時に母親の母国フィリピンへ移住しお母さんの
家族に育てられます。
歌や映画などエンターテインメントが盛んな国フィリピンでは町
内会や市町村単位で行われる歌のコンテスト(のど自慢大会)も盛ん
に行われていてNATSUMI SAITOさんも近所のコンテストに参
加、その時歌の才能を周囲から認められ将来は歌手になることを
夢見るようになります。しかし世界的なシンガーを数多く輩出し
ているフィリピンでは才能豊かな子供達がいっぱい。将来のスター
を目指して既に本格的なトレーニングを始めているちびっこ
も・・・そんな中幼くして数多くの挫折・悔しい思いも経験しま
した。
転機が訪れたのはNATSUMI SAITOさんが13歳の時。オランダが発
祥で現在イギリス・ヨーロッパ・アメリカなど世界中で行われている新人歌手のオーディション番組
「ザ・ヴォイス(The Voice)」の現地版がフィリピンの人気テレビ局ABS-CBNで放映され、16歳以上
を対象にした「The Voice」と同時に年少者を対象にした「ザ・ヴォイス キッズ(The Voice Kids)」
も企画されたのを知ったNATSUMI SAITOさんはオーディションに参加します。
地元の予選を勝ち抜きいよいよテレビ放映のあるスタジオオーディションへ。
彼女は得意としていたR&Bシンガー「ジェシーJ」の大ヒット曲「プライスタグ」を披露。低音から高
音まで早いテンポで変化するメロディとラップが特徴の難しい曲をいとも簡単に歌いきるNATSUMI
SAITOさんにこのオーディションの審査員を務めていたフィリピンで最も人気のあるロックシンガー・
プロデューサー「バンブー・マニャラック(Bamboo Manalac)」が注目します。
惜しくもファイナル進出は逃してしまいますが、その後 新進気鋭の作曲家・プロデューサーである
「ジョエル・メンドーサ(Joel Mendoza)」氏が彼女の才能を開花させるべく本格的なレッスンとレコー
ディングに向けた準備を開始。この噂を聞きつけたフィリピン最大手レーベル「スターミュージック
(Star music)」が彼女と正式契約。いきなりメジャーレーベルからのデビューアルバムリリースと芸能
界デビューとなりました。
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■これまでの慣習を破り、芸名を使わず本名(日本名)でフィリピンデビューすること
に・・・
現在日本にもフィリピンにもお互いをルーツに持つハーフタレントがたくさん活躍しています
が彼らの殆どが姓名ともに・或いはそのどちらか(特に姓)は拠点を置く国で一般的な名前を用
いています。
それは芸能活動する上で認知されやすい(読みやすい)という理由もありますが、出自を明らか
にすることがためらわれるという理由も大きく関与しています。
特に不特定多数のファンを持つ芸能人はあらぬ詮索や誹謗中傷を受けることも少なくありま
せん。16世紀から欧米の大国と関わりを持ち異文化に対しオープンなお国柄のフィリピンも
程度の差はあれ同じこと。皆なかなか思い切ることができずにいました。
NATSUMI SAITOさんは地元でのオーディションからテレビ放映される「ブラインドオーディ
ション」まで一貫して本名(日本名)を名乗ってきました。そしてメジャーデビューに際しても
母親を説得、プロデューサーであるジョエル氏の理解も取りつけ、デビューアルバムには
「NATSUMI」の名を冠する事になりました。
フィリピンは若年層が人口比率の中心を占めることを背景に持続的な経済発展が見込まれ、
また有能な看護師・介護福祉士の受入れなどで日本でも様々な角度から注目されるようになっ
てきました。
これからますます深まるであろう日比の交流と相互理解の過程において、両国の文化を受け
継いだ日系人が出自を気にせず堂々と活躍することはお互いの関係を良好に発展させていく
上でも大切となるでしょう。
その点からNATSUMI SAITOさんが先駆者として実名を名乗り多くの市民が注目するフィリ
ピン芸能界の表舞台で活躍することは非常に意義深いことと言えます。
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■NATSUMI SAITOさんがデビューするフィリピンの芸能界とは・・・
フィリピンは16世紀半ば、当時世界の覇権を握っていた大国スペインの植民地となります。
その後19世紀末にはアメリカの、20世紀には短期間ではありますが日本の占領下にも置かれ
ました。これら一般的に負の歴史とされている経験の中で、お互いの市民同士による異文化
交流も盛んだったフィリピンでは早くから欧米の最先端のサウンドやスタイルを取り入れた
ポップミュージックが盛んになります。
そして20世紀初頭より数多くの優れた演奏家・歌手を輩出してきましたが、インターネット
で瞬時に世界中の視聴者に情報が届くようになった現在、フィリピン人シンガーのパフォー
マンスの注目度は急上昇しています。
「アメリカンアイドル」やNATSUMI SAITOさんも出場したオランダ発祥の「ザ・ヴォイ
ス」を始めイギリス発祥の「エックスファクター」など新人シンガーを発掘するオーディショ
ン企画・番組も各国版が開催されるにつれ「フィリピン系」であることが出場者の前評判を
高める要因の一つにもなっているほどです。
またフィリピン国内でも音楽が非常に盛んで全国津々浦々に到るまで小さな町にも生バンド
の出演するライブハウスやナイトクラブがあり、世界的なオーディション企画の縮小版とも
言えるレベルの高いローカルのど自慢大会も頻繁に催されています。
こうした環境で暮らすフィリピンの若者は歌の技量だけでなく観客を盛り上げるエンターテ
インメント性も早くから身につけ、デビューする頃には既に大勢の観客を魅了する本格的な
ライブステージをこなす一人のアーティストとなっている点も見逃せません。
もう一つ、フィリピン芸能界の特徴的な活動として「モールショー (モールツアー)」というも
のがあります。
これは新人・ベテランを問わず新作を発売したアーティストがフィリピン国内の主だった
ショッピングモールの催事場や広場などに仮設のステージを拵えて販促活動を兼ねた無料コ
ンサートを行うもの。
入場料がかからないため、フィリピンに暮らす貧困層の子供達も憧れのスターを間近で見る
ことができ、更にショーの終了後には写真撮影やサイン会などを通してファンと交流をして
います。
NATSUMI SAITOさんもアルバムリリース後に各地のショッピングモールに登場します。
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■NATSUMI SAITOさんが登場する(した)フィリピンでのイベント
■Luv Me Tonight
現在フィリピンで人気・実力共にナンバーワンの若手シンガーマイケルパンギリナン(写
真左上)を筆頭に多くのメジャーシンガーが登場するライブイベント。
このイベントにNATSUMI SAITOさんがゲスト出演しました。
会場に詰めかけた満員の観客の前で堂々と美しいバラードを披露。
後は今月下旬に行われるチャリティーコンサートとその後に予定されているデビューア
ルバムリリースを待つばかり！
3月16日
メトロマニラ

ケソンシティのライブハウス

「Zirkoh Tomas Morato」にて

■Voices From The Heart
1960年代から活躍しているフィリピンを代表する大ベテラン
シンガー「ピリタ・コラレス(Pilita Corrales)」さんも出演す
る大規模チャリティイベント。
ボランティア活動やチャリティイベントが盛んなフィリピン、
こういったイベントに出演することはフィリピンの芸能人とし
て認められた証。
NATSUMI SAITOさんもゲストシンガーの一人として登場しま
す。
3月24日午後5時から
会場はメトロマニラの中心にある「ルネタパーク野外公会堂」
です。

■モールショー(モールツアー)
新人・ベテラン問わずアルバムをリリースしたアーティスト
が販促活動の一環として国内の主だった複数のショッピング
モールで行う無料イベント。
NATSUMIさんもデビューアルバムを提げ全国のファンの前
でお披露目します。
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■参考動画・文献・資料
「ザ・ヴォイス」テレビオーディション出場時(The Voice of the Philippinesオフィシャルアカウントより)

https://www.youtube.com/watch?v=9PtqF1immMA
NATSUMI SAITOさんが飛び入り参加しているモールショーの様子。
同期生の人気シンガー「ダレン・エスパント」のモールショーを観覧した際にサプライズとしてステージに上がっ
た時の映像(当時13歳、9分50秒頃から登場します)(ダレン・エスパント

オフィシャルアカウントより)

https://www.youtube.com/watch?v=CQLK2o59̲aE&t=837s
フィーチャリングシングルに予定されている「パラ・ラン・サイヨ(あなただけに / Para Lang Saʼyo)」冒頭部分
(プロデューサー

ジョエル・メンドーサ

オフィシャルアカウントより)

https://www.youtube.com/watch?v=jHFe5-KF8GI
NATSUMI SAITOさんが出演したオーディション企画「ザ・ヴォイスキッズ
「ザ・ヴォイスキッズ フィリピン版

フィリピン版」についてWikipedia

シーズン１」(英語サイト)

https://en.wikipedia.org/wiki/The̲Voice̲Kids̲(Philippines̲season̲1)
「ザ・ヴォイス」についてWikipedia (日本語サイト)
https://ja.wikipedia.org/wiki/
%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%82%A4%E3%82%B9

■プロデューサー「ジョエル・メンドーサ(Joel Mendoza)」氏の横顔
NATSUMI SAITOさんをデビュー前から全面サポートしているジョエル氏
は新進気鋭の作曲家・プロデューサーでこれまでにもフィリピンのトップ
シンガーにヒット曲を提供しています。
ジョエル氏はフィリピンポップス界の重鎮ソングライター・プロデューサー
「ヴェニー・サトゥーノ(Vehnee Saturno)」氏に師事し、作詞作曲・レ
コーディング・アーティストプロデュースを学びました。
音楽界入りする前にビジネスマンとしてアメリカに住んでいた経験を持つ
ジョエル氏はそこで吸収した洗練された最新サウンドを繊細で哀感を帯び
たオーソドックスなフィリピンのポップスに取り入れ新境地を開きます。
彼が提供した楽曲はフィリピンの若いアーティストに広く受け入れられ数
多くのトップアーティストがステージやレコーディングでレパートリーに加
えています。
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