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 結木滉星／稲葉友／奥野壮／磯村勇斗／瀬戸利樹ら、テレビ朝日特撮枠ドラマを経験した旬の

若手人気俳優５人が《主夫家庭限定マンションに暮らす十人十色の“理想の主夫”》に扮して贈る

オムニバス形式のハートフルラブコメ『主夫メゾン』（全６話／第１＆２話は２月 26日正午より配信

＜第１話は無料配信＞。第３話以降は毎週金曜、１話ずつ配信）。動画プラットフォーム「TELASA

（テラサ）」初のオリジナルドラマとして制作された本作から、早くも続報が到着！ なんと、イケメン

主夫たちを取り囲む主要キャスト＆主題歌を一挙発表します。 

 

矢作穂香、小野寺ずる、咲妃みゆ、朝倉あき、山本千尋、近江谷太朗―― 

実力派キャストが《主夫たちの物語》に参戦！ 

 

 各々の事情を抱えるワケあり主夫とその妻――５組のカップルのトラブルを毎回フィーチャーしなが

ら、《軽快な笑い》と《ほっこりする夫婦愛》にあふれたドラマを展開する『主夫メゾン』。主人公の主夫

たち同様、物語のカギを握るのは、共に《夫婦の危機》を乗り越えていく妻たちの存在です。 

 《軽はずみな新人主夫》＝神谷リク（結木）の妻・一果を演じるのは、ドラマ「僕の初恋をキミに捧ぐ」

今注目の女優陣が 

イケメン主夫たちの妻に…！ 

「TELASA（テラサ）」初のオリジナルドラマ 

「主夫メゾン」の主要キャストを追加発表!! 

さらに…主題歌は SPiCYSOL に決定 



 
 

など数々の話題作に出演し、「おしゃ家ソムリエおしゃ子!」の主演で抜群の存在感を発揮してきた、 

矢作穂香。さらに、《優しすぎなベテラン主夫》＝小宮謙太郎（稲葉）の妻・優には、舞台女優として

精力的に活動し、近年は『いいね！光源氏くん』（2020年）など、ドラマでも活躍の場を広げている 

小野寺ずる。《妻のいいなりチューバー主夫》＝白木波瑠（奥野）の妻・マリには、元宝塚歌劇団雪組

トップ娘役で退団後は、ミュージカルだけでなく行定勲監督映画『窮鼠はチーズの夢を見る』にも出演

する咲妃みゆ。《完璧主義な悩める主夫》＝大友龍之介（磯村）の妻・咲和子には、テレビ朝日系列

で現在放送中のドラマ『24JAPAN』で“追い詰められた裏切り者”を熱演して話題を呼んだ朝倉あき。

そして、《プライド高めな俺俺主夫》＝牧田伸（瀬戸）の妻・莉央には、世界ジュニア武術選手権大会

＜槍術＞ 金メダルという経歴を持ち「ウルトラマンジード」「仮面ライダー平成ジェネレーション」他、三

谷幸喜が脚本・演出を手掛けたネット配信ドラマ『誰かが、見ている』にも出演している山本千尋。 

いま要注目の女優たちが、緩急併せ持つ巧みな演技で、世の女性が思わず共感するような妻心＆

女心を表現します！ 

 さらに、ドラマの舞台となる主夫家庭限定マンション「メゾン・ド・オット」のコンシェルジュ・矢守には、

演劇集団キャラメルボックス出身のベテラン俳優・近江谷太朗をキャスティング。彼が演じる《謎多き

キーパーソン（!?）》が最後の最後に招き寄せる《あっと驚く結末》にも注目です！ 

 

SPiCYSOLがドラマ主題歌を初めて担当！ 

《男の本音》＋《やりたかったこと》を存分に詰め込んだ楽曲を書き下ろし!! 

『主夫メゾン』の主題歌を担当するのは、人気急上昇中の新世代ハイブリッド・バンド「SPiCYSOL（ス

パイシーソル）」！ 彼らが『主夫メゾン』の世界観にあわせて書き下ろした主題歌『ONLY ONE』は、

ポップなメロディーと《男の本音》を融合させたナンバー。どんな役割や立場でも、男性として大事な

女性を想うという部分は変わらない――そんな“愛する相手に届けたい本音”がストレートにあふれ出

す、最高にキュンキュンする一曲です。 

 実は、SPiCYSOLがドラマ主題歌を担当するのは今回が初めて。デモ段階でドラマの制作サイドか

ら好レスポンスをもらうや、さらに期待を上回るものにしようと意気込み、夜な夜なリモートで作曲に取

り組んだといいます。「今回このお話をいただいて、ドラマ主題歌という初めての作業に心躍らせつ

つ、自分が昔から想像していた”ドラマではこんな音が鳴っていてほしい”や”こんな表現がしたい”

を存分に詰め込みました。素敵な作品に関われたことを光栄に思います。ドラマと共に愛してもら



 
 

える曲になったら、うれしいです」と、同曲へのほとばしる思いを明かすボーカル・ギターの KENNY。

その熱き思いを、ぜひドラマ『主夫メゾン』と共に受け取ってください。 

そして本日！主題歌『ONLY ONE』も聴くことができる、「主夫メゾン 2分 PR」も解禁！ドラマの最新

映像とともに、いち早く楽曲をチェックしてください！ 

 

【主夫メゾン 2分 PR】 

   https://youtu.be/PdH6w6q6Cas 

 

サイン入りチェキ&オリジナルグッズが当たる企画も！  

『主夫メゾン』公式 Twitterは毎日更新中 
 
 配信スタートに向け、『主夫メゾン』公式 Twitter も現在、フル稼働で毎日更新！ 主夫５人の貴重

な萌えまくりオフショットや番組関連情報などを大放出しています。もちろん、今後もこの勢いは継

続。何度でもリピートしたくなるような特別動画や、サイン入りチェキやオリジナルグッズが当たる

プレゼント企画など、ぜいたくな新企画もどんどん発信していきます。ドラマが配信されてから覗けば

いいや…と軽～く構えていると、気がついた時には到底追いつけないほど大量更新している『主夫メゾ

ン』公式 Twitter。ぜひ配信スタート前の今から、フォロー＆チェックをお願いします。 

 

お得情報！「auスマートパスプレミアム」会員は要チェック！  
 
 どなたでも第１話は無料で視聴できる『主夫メゾン』ですが…このたび、ちょっぴりお得な視聴プラン

もご提供することが決定。なんと「auスマートパスプレミアム」会員であれば、追加料金ナシで第１

～３話を視聴できます！ 話が進むごとに、主夫同士の交流も描かれるなど、見どころ目白押しの

『主夫メゾン』。お試しで見て続きが気になった方は、ぜひ「TELASA（テラサ）」でチェックしてください。 

【auスマートパスプレミアム 公式サイト】 https://www.au.com/entertainment/smartpass/ 

 

●今回解禁した登場人物紹介 

神谷 一果（かみや・いちか）（24） ……… 矢作 穂香 

リクの妻。明るくて前向き。負けず嫌いで、金銭感覚も含め堅実派。仕事面では、化粧品会社の店頭

マネージャーを任されており、ハードな毎日を送っている。リクが専業主夫になったのを機に、付き合

っていた頃には分からなかった夫婦の問題に直面！ 頭を悩ませる。 

 

小宮 優(こみや・ゆう)（30） ……… 小野寺 ずる 

謙太郎の妻で、人気少年誌の連載を持っている漫画家。締め切りに追われストレスを溜め込む日々

ゆえに、子どもと一緒に遊ぶ時間も、幼稚園の送り迎えをする時間も、趣味も、休みもない。子どもが

自分よりも夫に懐いていることに対して、不安を感じている。 

 

https://youtu.be/PdH6w6q6Cas
https://www.au.com/entertainment/smartpass/


 
 

白木 マリ（しらき・まり）（28） ……… 咲妃 みゆ 

波瑠の妻。PR会社に勤めるバリバリのキャリアウーマン。年下で可愛らしい波瑠と結婚できて、幸せの

絶頂。自分が彼を養っていくという責任感や、彼の魅力をもっと世に伝えたいという思いから、セルフ

プロデュースによる夫婦の動画配信活動を決意する。 

 

大友 咲和子(おおとも・さわこ)（32） ……… 朝倉 あき 

龍之介の妻。クール系美女で、頭が良く機転が利き、仕事もできる。周りからは「隙がない」と言われ

るが、家に帰ると一転、ネコのようになる。仕事では多忙を極めているが、夫と子どものことが心の底か

ら大好きで、家族の時間も大切にしている。 

 

牧田 莉央(まきた・りお)（26） ……… 山本 千尋 

伸の妻。シッカリ者で、あまり感情を表に出さず、怒ったりすることもない。口数が少なく、大人しいタイ

プ。弁護士を目指して司法浪人中の夫には、夢をかなえてほしいと願っている。最近、夫の異変を感

じ取ってはいるが、気づかないふりをしている。 

 

矢守(やもり) ……… 近江谷 太朗 

ことあるごとに主夫家庭限定マンション「メゾン・ド・オット」のロビーに現れるコンシェルジュ。密かに住

民を観察している謎の存在。 

 

●第１話あらすじ 

 神谷リク（結木滉星）と一果（矢作穂香）の共働き夫婦は、引っ越しを考え不動産業者へ。だが、リク

がいいと思う物件は、シビアな経済観念を持つ一果の壁をクリアせず仕舞い…。そんな２人に、不動

産業者はビックリするほど超好条件のマンションを提示する。だが、入居するには条件がひとつ――な

んと、そこは専業主夫家庭限定のマンションだったのだ！ すると、リクは軽い気持ちで主夫になること

を決意。引っ越し直後から、意気揚々と主夫業に勤しむ。ところが…！ 日を増すごとに、中途半端

な考え方ではちゃんとこなせるはずがない“主夫業の落とし穴”にハマっていくリク。仕事で疲れて帰っ

てくる一果との関係も、次第にギスギスし始めて…!? 

 

●矢作穂香 コメント 

 このドラマの内容を最初に聞いた時、主夫を題材にするなんて面白いなぁと思いました。私が演じる

一果はシッカリした性格で、主夫のリクを支えるキャリアウーマンです。楽観的なリクとは違い現実的な

ので、「この先どんなことがあるか考えて、主夫になることを引き受けてくれたのかな？」と、少し心配だ

ったとは思います。でも、お互いの考え方が結果的に夫婦の仲を良くしているので、リクの考えがなか

ったら、一果はやっていけなかったと思います。なので、実際に演じる時も、ハッキリと物事を言う裏で

「リクのことが大好きだから」という思いを忘れないようにしました。また、はっちゃけるシーンも多々あっ

たのですが、ついやりすぎて監督からよくレッドカードを渡されたんです（笑）。「何回退場させられるん



 
 

だろう!?」と、現場のみんなで笑っていました。それくらい楽しんで演じていました（笑）。 

 劇中では夫婦の葛藤など、それぞれの立場のいろんな考え方が描かれるので、「あぁ分かる！」と

共感していただける部分があると思います。私自身も演じるだけではなく、一視聴者として楽しんで台

本を読んだので、老若男女問わず楽しんでいただける作品だと思います！ 配信が待ち遠しいです♪ 

 

 

＜TELASAオリジナルドラマ『主夫メゾン』 概要＞ 

配信日時： 【第１話・第２話】 2021年 2月 26日（金） 正午～配信スタート（※第１話は無料配信） 

   【第３話】 2021年 3月 5日（金） 正午～配信スタート 

   【第４話】 2021年 3月 12日（金） 正午～配信スタート 

   【第５話】 2021年 3月 19日（金） 正午～配信スタート 

   【第６話】 2021年 3月 26日（金） 正午～配信スタート 

配信 URL： https://www.telasa.jp/series/11320 

出演： 結木滉星 矢作穂香／稲葉友 小野寺ずる／奥野壮 咲妃みゆ／磯村勇斗 朝倉あき／瀬戸利樹 山本

千尋／近江谷太朗 

脚本： 岸本鮎佳 

演出： 植田 尚 田中章一 

音楽： 原田智英 

主題歌： SPiCYSOL 『ONLY ONE』 

プロデューサー： 大川武宏（テレビ朝日／TELASA） 中西研二（MMJ） 神通 勉（MMJ） 

制作： テレビ朝日 メディアミックス・ジャパン（MMJ） 

 

＜SPiCYSOL関連情報＞ 

ライブ情報： 

SPiCYSOL QUATTRO TOUR 2021 

2021年 02月 25日(木) 大阪 梅田 CLUB QUATTRO 開場 18:00／開演 18:30  

2021年 02月 26日(金) 愛知 名古屋 CLUB QUATTRO 開場 18:00／開演 18:30 

2021年 03月 05日(金) 東京 渋谷 CLUB QUATTRO 開場 18:00／開演 18:30 ※SOLDOUT 

※当初より開演時間を前倒し、全公演 18:30開演と変更になりました 

 

ツアーファイナル渋谷 CLUB QUATTRO公演の無料生配信が決定！ 

オフィシャル HP：https://spicysol.com/ 

 

＜チケット＞ 

前売り ¥4,500 ※整理番号付き自由席 

申込はこちら 

・イープラス https://eplus.jp/spicysol/ 

・ローソン https://l-tike.com/spicysol 

https://spicysol.com/
https://eplus.jp/spicysol/
https://l-tike.com/spicysol


 
 

・ぴあ https://w.pia.jp/t/spicysol-pr/ 

 

出演番組情報： 

 YouTube番組「SPiCYSOLの VAN買っちゃいました。」⇒毎週（木）22:00 に１話ずつ更新中。ライブ活動に制限

がかかる中、メンバーが VANを購入し、車を DIY しながら各地を巡り、その土地とローカライズしながら人々や自然

との繋がりを広げ"新しいライフスタイル"を提示していくカルチャー企画。 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1fdL9QNpH9niv455k2-Dony7JUqjK9mQ 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＜TELASA（テラサ）とは＞ 

テレビ朝日とＫＤＤＩがタッグを組み、2020年 4月にスタートした動画配信プラットフォーム。 

5G時代を迎える中、好きなときに、好きな場所で、テレビ朝日の人気番組を始めとする、ドラマ、バラエティー、アニ

メ、特撮、スポーツ番組に加え、国内外の映画、ドキュメンタリーなど、新作やオリジナルを含む、豊富なラインナッ

プをお届けします。 

スマホや PCはもちろん、テレビの大画面でも視聴可能です。ダウンロードすれば、データ通信料も気にせず楽しめま

す。月額料金は 562 円（税抜）。初回 15日間は無料です。（※） 

※16日目～月末までは日割です。 

※再加入の場合、無料期間は付与されません。 

※無料期間終了前に解約すると、料金の請求は発生しません。 

【主夫メゾン公式ホームページ】 

https://www.tv-asahi.co.jp/shufu/ 

【主夫メゾン公式 Twitter】 

https://twitter.com/telasa_drama 

【主夫メゾン配信 URL】 

https://www.telasa.jp/series/11320 

【主夫メゾン 2分 PR動画】 

https://youtu.be/PdH6w6q6Cas 

【TELASA（テラサ）公式サイト】 

https://navi.telasa.jp/ 

【配信コンテンツ紹介】 

https://www.telasa.jp/unlimited 

 

なお、画像をご使用の際は、【ⓒテレビ朝日・MMJ】のクレジット表記をお願い致します。 

 

 

https://w.pia.jp/t/spicysol-pr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1fdL9QNpH9niv455k2-Dony7JUqjK9mQ
https://www.tv-asahi.co.jp/shufu/
https://twitter.com/telasa_drama
https://www.telasa.jp/series/11320
https://youtu.be/PdH6w6q6Cas
https://www.telasa.jp/unlimited

