2021 年 3 月 17 日
株式会社 NTT ぷらら

悪質債務者はお断り！美人三姉妹が"地獄のお仕置き"

高橋ユウ×加藤小夏×掛橋沙耶香
痛快!!!闇金エンターテインメント

「取り立て屋ハニーズ」
ひかりＴＶと dTV チャンネルで 3 月 26 日（金）より独占配信
メイキング付特報映像＆キービジュアル&場面写真一挙解禁！
株式会社 NTT ぷらら（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：永田勝美）は、自社が運営する映像配信サー
ビス「ひかりＴＶ」および株式会社 NTT ドコモが提供する映像配信サービス「dTV チャンネル®」の総合エンター
テインメントチャンネル「ひかりＴＶチャンネル＋」において、高橋ユウ、加藤小夏、掛橋沙耶香（乃木坂 46）の 3
人がドラマ初主演にしてトリプル主演を務める、ひかりＴＶオリジナルドラマ「取り立て屋ハニーズ」を 2021 年 3
月 26 日（金）より独占配信します。

本作品は、金と欲望渦巻く東京を舞台に、「闇金」という裏社会に生きる“美人三姉妹”が、悪質債務者から華麗
に借金を回収する痛快エンターテインメント。雑居ビルにひっそりと佇む「ハニーズローン」で働く三姉妹の仕事は
金を貸す事、そしてキッチリそれを回収すること。返済しない輩は容赦なく地獄行き！そんな美しくも残酷な“ハニ
ーズ三姉妹”と、彼女たちの元へ次々と現れる、金に目が眩んだ”客”とのリアルな人間模様を描きます。
三姉妹の長女・丹羽レイカ役を演じるのは、モデルや女優として幅広く活躍する高橋ユウ。次女・シズカ役には、
ドラマ「I”s」や CM、MV などで活躍する期待の若手女優・加藤小夏。三女・リリカ役には、昨年配信された dTV ドラ
マ「サムのこと」でドラマ初出演を果たした人気アイドルグループ・乃木坂 46 の掛橋沙耶香。初共演ながら息の合
ったチームワークで、魅惑を放つ三姉妹の誕生です。

脇を固めるのは、弓木奈於（乃木坂 46）、森尾由美、とよた真帆、渡辺裕之ら豪華な面々。さらに、独特のユー
モアと多彩な POP サウンドで注目を集める東京都渋谷区神泉発のバンド”フレンズ”が、本作のために主題歌と
なる新曲「急上昇あたしの人生」を書き下ろしました。
このたび解禁した特報映像では、“ハニーズ三姉妹”が、天使のような微笑みで悪魔のように容赦なく借金を取
り立てる姿が垣間見えます。「私たちに、回収できない金はない」と強く語り、一見完全無欠な彼女たちが抱える、
母親の謎の死。12 年前、彼女たちを闇金の取り立て屋へと導いた悲しい過去の真相とは…。後半には、メイキン
グ映像も収められており、今後の展開に期待が高まる内容になっています。

▼「取り立て屋ハニーズ」メイキング付き特報映像（ひかりＴＶ公式 YouTube リンク）
URL：https://youtu.be/6bUhZx4yVwY

▼出演者紹介およびコメント
高橋 ユウ／長女：丹羽レイカ役
＜プロフィール＞
1991 年 1 月 19 日生まれ。モデル・女優。
ティーン誌の専属モデルを経て、「仮面ライダーキバ」、ミュージカル「美少女戦士セーラ
ームーン」シリーズなど女優としても活躍。2019 年ミラノ・コレクション出演。現在はバラエ
ティ―番組を始め雑誌・映画・ドラマなど幅広く活躍中。
私生活では 2018 年 9 月に K-1 ファイターのト部弘嵩選手と結婚し、2020 年 1 月第一子
となる男の子を出産。
<コメント>
「妹役の 2 人がとても可愛いです。リリカはすごくナチュラル。これからどんどん 3 姉妹らしく似ていくと思いま
す。レイカは長女、しっかり者の役ではあるんですけど、妹役 2 人の存在にすごく助けられています。」

加藤 小夏／次女：丹羽シズカ役
＜プロフィール＞
1999 年 6 月 26 日生まれ。
NTT 西日本、ポカリスエット、LINE、ホットペッパービューティーなど、当初は CM や MV を
メインに活動。2018 年、CX「痛快 TV スカッとジャパン」胸キュンスカッとのヒロインとして地
上波に初出演すると、その演技力とビジュアルが注目を集め、近年はドラマ・映画へ出演。
女優として活躍の場を広げている。
<コメント>
「初めてのアクションシーン。撮影に向けた指導を受けて、“カメラの位置を考えながらカッコよく”など、思った以
上に気にしなければいけない事が多く、難しかったです。」
掛橋 沙耶香（乃木坂 46）／三女：丹羽リリカ役
＜プロフィール＞
2002 年 11 月 20 日生まれ。
2018 年 8 月 19 日、坂道合同オーディションに合格
同年 12 月 3 日、東京・日本武道館で開催された「乃木坂 46 4 期生お見立て会」でお披
露目される。
好きな食べ物：苺、抹茶系のもの
<コメント>
「クランクインした今もすごく緊張しているんですけれども、高橋ユウさんと加藤小夏さんがすごく優しくて、撮影
の合間に気遣ってくださって、声をかけてくださってすごく助けられています。可愛いねって言ってくれるので嬉
しいです。」
弓木 奈於（乃木坂 46）／家出少女 チャコ役
＜プロフィール＞
1999 年 2 月 3 日生まれ。
2018 年 8 月 19 日、坂道合同オーディションに合格
2020 年 2 月 16 日、「坂道研修生 配属発表 SHOWROOM」で乃木坂 46 に配属されるこ
とが発表され、乃木坂 46 の 4 期生として活動を開始。
好きな食べ物：お肉、苺などのフルーツ、 ショートケーキ、チョコレート、 サラダ(野菜)
<コメント>
「派手なファッションとハイテンションな役柄なので始まる前は不安ばっかりでした。普段は静かな性格でジェッ
トコースターも真顔で乗る程なのですが、優しい皆さんとリラックスして臨めました。」
渡辺 裕之／闇金ハニーズローン社長：権藤役
＜プロフィール＞
1955 年 12 月 9 日生まれ。
コカ・コーラ／大正製薬「リポビタン D」など CM で芸能活動を開始。
1982 年映画「オン・ザ・ロード」への出演を皮切りに映画をはじめ、テレビドラマ・舞台と俳
優としてのキャリアをスタート、幅広い役を演じる。ジャズドラム・乗馬・スキー・書道・スキ
ューバダイビング・パラグライダーなど多彩な趣味・特技を持つ事でも知られる。
<コメント>

「今までに無いキャラクターを、というリクエストがあって自分も挑戦したかった。汚くてだらしなくて、怖くて情け
なくてというような権藤という役。役作りを考えて、演じてみて、手応えがあったので、これで行けると思いま
す。」
【ひかりＴＶオリジナルドラマ「取り立て屋ハニーズ」について】
■番組概要
◆タイトル

：

取り立て屋ハニーズ

◆配信日時

：

ひかりＴＶ、ひかりＴＶ for docomo、dTV チャンネルにて、
2021 年 3 月 26 日（金）23:00～から配信（毎週金曜配信）

◆出演

：

高橋ユウ、加藤小夏、掛橋沙耶香（乃木坂 46）、
弓木奈於（乃木坂 46）、森尾由美、とよた真帆、渡辺裕之 他

◆演出

：

梶山 貴弘 （代表作：歌のおにいさん／マイガール） 他

◆脚本

：

遠山 絵梨香（代表作：科捜研の女／警視庁・捜査一課長2020／世にも奇妙な物語‘20秋の特別編）
阿部 沙耶佳（代表作：科捜研の女／警視庁・捜査一課長2020）

◆主題歌

：

◆あらすじ

フレンズ 「急上昇あたしの人生」（Sony Music Labels)
東京の夜の街に、まことしやかに囁かれる噂があった。
ここには、金を乞う人々に札束を渡してくれる天使がいる――と。
だけど気をつけなければいけない。なぜならば、その天使の羽は真っ黒だからだ……。
東京の某所の雑居ビルにある、『ハニーズローン』。
そこには、美人三姉妹がいる。彼女達の仕事は金を貸す事、そしてキッチリそれを回収
する事、そして、返済しない輩を容赦なく地獄へ突き落す事――である。
今宵もまた、欲に目の眩んだ客がハニーズローンのドアを叩く…

◆特設サイト

：

ひかりＴＶ https://www.hikaritv.net/sp/honeys_drama/
dTVチャンネル https://dch.dmkt-sp.jp/special/ct/c90000161

◆公式 Twitter

：

https://twitter.com/Honeys_drama

◆コピーライト

：

（C）ひかりＴＶ

■提供概要
<ひかりＴＶ>
提供サービス

提供開始日

視聴料金
お値うちプラン、テレビおすすめプラン、ビデ

テレビサービス※1

2021 年 3 月 26 日（金）23:00～

オざんまいプラン、基本放送プラン、バリュ

「ひかりＴＶチャンネル」

以降、毎週金曜 23:00～

ープランにご加入のお客さまは、プラン料金
内でご視聴いただけます。
お値うちプラン、ビデオざんまいプラン、エン
トリープラン、バリュープランにご加入のお

ビデオ(VOD※2)サービス

2021 年 3 月 26 日（金）23:30～

客さまは、プラン料金内で何度でもご覧いた

以降、毎週金曜 23:30～

だけます。上記以外のプランにご加入の方
は、オプション作品として各話 110 円（税込）
/24 時間でご視聴いただけます。

※1 テレビ（放送）サービスは、株式会社アイキャストが提供するサービスです。
※2 VOD とは、ビデオオンデマンドの略です。

<dTV チャンネル>
チャンネル名

配信開始日
2021 年 3 月 26 日（金）23:00～

ひかりＴＶチャンネル＋

以降、毎週金曜 23:00～
※見逃し視聴あり

視聴料金
dTV チャンネルにご契約のお客さまは、
月額料金内でご覧いただけます。

取り立て屋ハニーズは、株式会社 NTT ドコモが提供する「ひかりＴＶ for docomo」でもご視聴いただけます。
□「ひかりＴＶ(ティービー)」について
ネットを通じてご自宅のテレビやパソコン、スマートフォン・タブレット端末などさまざまな機器*1 で、人気の映画
やドラマ、アニメなどのビデオ作品や専門チャンネル、さらにはクラウドゲームや音楽配信サービスなどをお楽
しみいただける総合ライフエンターテインメントサービスです。詳しくは、ひかりＴＶホームページ
（https://www.hikaritv.net/）をご覧ください。 *1 一部利用できないサービスがあります。
□ひかりＴＶチャンネル＋について
NTT ぷららが運営する総合エンターテインメントチャンネルです。ひかりＴＶチャンネル＋でしか観ることのでき
ないオリジナル番組や地方の人気バラエティ番組、ドラマ、音楽など充実したラインナップで提供しています。ひ
かりＴＶチャンネル＋は、「dTV チャンネル」でご視聴いただけます。
□dTV チャンネルについて
株式会社 NTT ドコモが提供する映像配信サービスです。ひかりＴＶチャンネル＋を含め、映画、ドラマ、アニメ、
音楽、ダンス、ドキュメンタリーなど多彩な専門チャンネルを見放題で楽しめます。本サービスは株式会社アイ
キャストが番組調達を担当し、ドコモと NTT ぷららが共同で企画・運営しています。「dTV チャンネル」は、株式
会社 NTT ドコモの登録商標です。

