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株式会社レインズインターナショナル（本社：横浜市西区・代表取締役社長 根本寿一）では「しゃぶしゃぶ温野菜」

（全国 374店舗 ※2016年 6月 1日時点）にて 2016年 6月 14日（火）から実施しております、夏鍋総選挙第 2弾「夏

鍋彼氏」総選挙開催のご報告と共に、現時点（7月 1日午前 11時）での途中経過を発表いたします。 

 

■小澤亮太 稲葉友 井上正大に会える！？ 3人が演じる「夏鍋彼氏」が 1日店長として登場 
しゃぶしゃぶ温野菜では今年も 3種類の夏鍋をご用意いたしました。この度の夏鍋総選挙第 2弾では、3種の夏鍋に

それぞれ１名の俳優がイメージキャラクターとして「夏鍋彼氏」を演じていただきます。その中から「こんな彼氏

と夏鍋を食べたい！」と思える「夏鍋彼氏」に投票していただき、ナンバー１の「夏鍋彼氏」を選出いたします。 

「蒙古炎鍋 眞鍋烈火」役に小澤亮太さん、「さっぱり塩レモン 塩咲爽」役に稲葉友さん、「夏すき 夏畑帝翔」

役に井上正大さん、ドラマや舞台俳優として活躍する 3名に「夏鍋彼氏」を演じていただきます。 

そして、投票期間終了後に 3人の俳優が演じる夏鍋彼氏が都内某店に 1日店長として登場する「夏鍋彼氏１日店長

スペシャルデイ」を開催します。イベントでは「夏鍋彼氏」たちがしゃぶしゃぶ温野菜の店長として、おすすめの

鍋やより美味しい食べ方をご紹介してくれます。それぞれの「夏鍋彼氏」投票時に希望された方の中から抽選でご

招待いたします。 

 

■途中経過発表 
第 1弾の夏鍋総選挙では「食べてみたい」「食べて美味しかった」夏鍋に投票していただき、6日間の投票期間中に

総計 4,262票もの投票が集まる大盛況で終わりました。第 1位は 2,342票を獲得した「夏すき」という結果となり

ました。 

この度の夏鍋総選挙第 2弾では、わずか 24時間で総計 4,173票のご投票をいただき、さらに現時点（7月 1日午前

11時）では総計 9,023票と既に第 1弾の 2倍以上のご投票をいただいております。7月 1日午前 11時時点での獲得

投票数 1位は 4,521票を獲得しております＜さっぱり 塩レモン鍋＞塩咲爽（稲葉友）。2位は 2,532票を獲得した

＜激辛 蒙古炎鍋＞眞鍋烈火（小澤亮太）で、3位は 1,970票獲得の＜夏のすきやき 夏すき＞夏畑帝翔（井上正大）

と続いております。投票は 7月 5日（火）昼頃まで投票可能です。 

また、キャンペーンサイトでは「夏鍋彼氏と夏鍋デート」として、各夏鍋彼氏からのメッセージ動画を公開してお

ります。動画は 8月 31日（水）までご覧になれます。 

 

夏鍋彼氏キャンペーンサイト URL: http://www.onyasai.com/natsunabesousenkyo/ 

 

＜夏鍋総選挙第 2弾「夏鍋彼氏」総選挙 中間ランキング＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

小澤亮太 稲葉友 井上正大が「夏鍋彼氏」を演じる 

しゃぶしゃぶ温野菜にて1日店長イベント開催 

No.1夏鍋彼氏を決める総選挙 投票数9,000票突破！ 

「夏鍋彼氏と夏鍋デート」動画も公開中！ 

4,521票 ＜さっぱり 塩レモン鍋＞ 

2,532票 ＜激辛 蒙古炎鍋＞ 

1,970票 ＜夏のすきやき 夏すき＞ 

 

塩咲爽（稲葉友） 

眞鍋烈火（小澤亮太） 

夏畑帝翔（井上正大） 
 

第 1位 

第 2位 

第 3位 
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※2016年 7月 1日午前 11時時点 
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■夏鍋彼氏紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪激辛 蒙古炎鍋≫ 

眞鍋 烈火 

（まなべ・れっか 小澤 亮太） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「夏鍋彼氏」総選挙 キャンペーン詳細 
投票期間：2016年 6月 14日（火）から 7月 5日（火）正午まで 

投票方法：Twitterを登録の上、「夏鍋彼氏」の“投票する”ボタンを押して、＃タグ（ハッシュタグ）付きのツイ

ートを行うことで投票していただけます。 

プレゼントクーポン：①365日食べ放題無料クーポン  

（１位になった「夏鍋」に投票した方の中から抽選で１名様にプレゼント） 

          ②831円割クーポン 

（投票していただいた皆様にプレゼント ※クーポン獲得にはLINEアカウントが必要です） 

キャンペーンサイト URL：http://www.onyasai.com/natsunabesousenkyo/ 

 

■「夏鍋彼氏１日店長スペシャルデイ」について 

3人の俳優が演じる夏鍋彼氏が都内某店に 1日店長として登場します。「夏鍋彼氏」たちが温野菜の店長として、お

すすめの鍋や、そのお鍋をより美味しく食べる方法を紹介してくれます。 

キャンペーンページからそれぞれの「夏鍋彼氏」を選んでいただいた後、“夏鍋彼氏 1日店長店舗ご招待に応募する”

にチェックを入れて投票ツイートを行ってください。希望された方の中から抽選で、「夏鍋彼氏１日店長スペシャル

デイ」にご招待いたします。 

 

 

 

一見、クールな爽やかイケメン。でも、
くしゃっとした素朴な笑顔には思わ
ずキュンキュンさせられてしまう。打
ち解けると、ちょっとひとクセあるタ
イプ。マッサージをするのが得意で、
心も体もとことん癒してくれる本当
にやさしい彼。まるで、夏バテしてい
る私にそっとビタミン・ミネラルを補
給してくれるサッパリ爽快な“塩レモ
ン”男子？！ 

何ごとにも熱いスポーツマン。人を
元気にする明るさと、リーダーシッ
プを持っている彼。みんなを引っ張
っていく体育会系でなんでもこな
しちゃうほうだけど、実はけっこう
努力家。困っている人は見過ごせな
い、やさしい一面も。フットワーク
は軽いほうで、趣味は旅行。汗が出
るくらい辛いものが大好きで、デト
ックスになりそうな薬膳系も好き。 

甘いマスクのワイルド系男子。夏バ
テ知らずのパワフルな男らしさに、
メロメロになってしまう女子多数。
野性味あふれるオラオラ系だけど、
好奇心旺盛でサービス精神がある
ところも男女を問わず人を惹きつ
ける彼。頭も良くてスポーツ万能、
人としてのバランスもとれていて、
まさにパーフェクト彼氏。でも実
は、甘えん坊ってウワサも…？ 

≪さっぱり 塩レモン鍋≫ 

塩咲 爽 

（しおさき・そう 稲葉 友） 

≪夏のすきやき 夏すき≫ 

夏畑 帝翔 

（なつはた・ていと 井上 正大） 
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夏鍋彼氏１日店長スペシャルデイ 開催日 

・塩咲 爽  （稲葉 友）  7月 17日（日） 

・夏畑 帝翔 （井上 正大） 7月 24日（日） 

・眞鍋 烈火 （小澤 亮太） 7月 31日（日） 

※時間帯は未定です。 

 

※「夏鍋総選挙」キャンペーン 注意事項 

・投票には Twitterアカウントが必要となります。 

・投票は、総選挙ごと、おひとり様 1回限りとなっております。 

・831円割クーポン取得には、LINEアカウントが必要です。 

・当選されたお客様には、Twitter 上で「しゃぶしゃぶ温野菜公式アカウント」からダイレクトメッセージ

でご連絡させていただきますので、ダイレクトメッセージが通知されるよう設定をお願いいたします。ダ

イレクトメッセージ送信後、期限までに返信の連絡がない場合は、当選を無効とさせていただきます。 

・クーポン内容は現時点のものであり、やむを得ず変更となる場合がございます。 

・投稿内容の変更はできません。 

 

※「夏鍋彼氏 1日店長ご招待」ご応募における注意事項 

・応募資格：16歳以上（15歳未満の場合は、保護者の方がお申込みの上、当日ご同伴ください。） 

・7 月中旬から後半、都内某店舗での開催となります。店舗までの交通費はお客様ご負担となります。ご来

店できる方のみご応募ください。 

・お申込みお１人につき、同伴者 3名までご参加いただけます。（1組最大 4名まで） 

・ご当選権利は譲渡または譲り受けることはご遠慮ください。 

 

 

■俳優紹介 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

以  上 

〈稲葉友プロフィール〉（塩レモン鍋 塩咲爽役） 

2009年、第 22回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストで過去最多の 1万 5,491

人の中からグランプリを受賞。テレビドラマ「クローンベイビー」（'10 TBS）

で俳優デビュー。その後、ドラマ、映画、舞台で活躍。『仮面ライダードライブ』

の仮面ライダーマッハ／詩島剛役で出演し、一躍注目を集める。ドラマ『ひぐ

らしのなく頃に』で連続ドラマ初主演を務める。6月公開の映画『MARS～ただ、

君を愛してる～』に出演。 

 
〈井上正大プロフィール〉（夏すき 夏畑帝翔役） 

08年「ミュージカル テニスの王子様」で俳優デビュー。09年「仮面ライダー デ

ィケイド」でテレビドラマ初出演を飾り、12年「リアル鬼ごっこ 5」、14年「テ

コンドー魂～REBIRTH～」で映画主演。15 年にドラマ「牙狼＜GARO＞-GOLD 

STORM-翔」ジンガ役として出演。15 年の年末には舞台「銀岩塩」で主演を行

い、今年 7月からは斬劇「戦国 BASARA4皇～本能寺の変～」に出演するなどテ

レビ・ドラマ・映画・舞台と幅広い分野で活躍中。 

 

〈小澤亮太プロフィール〉（蒙古炎鍋 眞鍋烈火役） 

2011 年、スーパー戦隊シリーズ『海賊戦隊ゴーカイジャー』キャプテン・マー

ベラス / ゴーカイレッド役として、テレビドラマ初出演および初主演を果た

す。その後も、ドラマ、映画、舞台で活躍。ドラマ「なるようになるさ。」長島

健役で出演。2015年と 16年に再演されている舞台「曇天に笑う」にも出演。最

近では今年 9 月に行われる舞台「光の光の光の愛の光の」の主演を務めること

も決定している。 
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