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家電芸人として活躍中のペナルティ・ヒデさんはとっても愛妻家。

「奥さんと子どものために！」が家電選択でも大事なポイントになっているそう。そんなヒデ

あなたはどの家電！？家電タイプ
別性格診断

さんの家電と奥様への愛情が伝わるインタビュー模様を3回に渡ってお伝えします！
まずは家電芸人となったいきさつを伺いました。

Q．家電との出会いは？

A．小学校低学年の時に買ったウォークマン。

申込みで商品券か新米５kgが当た
るチャンス！春のビューティ特集
♪人気の【通販コスメ】が集合す
る増税前のチャンス！無料セット
、お得なトライアルキットでまず
はお試しを
Amazonギフト券やT-POINT、楽天Edy、nanacoポイ
ントなど主要な電子マネー、マイルに交換できるＧポイ
ント。新規入会でもれなく200円相当のポイントをプレ
ゼント！ 入会はもちろん無料

親戚の大学生の兄さんが持っているのを見て
、カッコいい！

自分もお小遣いを貯めて「

買うぞ！」と思ったのが一つ目。お年玉と小
遣いで買いました。

みんなが、キン肉マン消しゴムやミニカー、
超合金ロボットに夢中になっていた頃、僕は
家電に（笑）。

高学年になると、小林克也のラジオ番組『ベ
ストヒットUSA』で洋楽にはまってミニコ

ンポ。サッカーもやっていましたから、スパ

Livingおうち探し 物件検索（提供元SUUMO）

イクやらジャージやらも必要でしたが、それ
でも買っていました。その後は、手持ちタイ
プのマッサージ機、テレビ・ビデオと…。

Q．ヒデさんにとって家電とは？

A．吉本興行に入ってからは仕事のモチベーションに！
大学時代もサッカーを続けていて、寮の4人部屋にいたので、持ち込めた家電製品といえばラジ
カセくらいでした。

それが吉本興業に入ると、初任給1800円、仕事1本500円で、4畳半一間のモノなし生活に。

昭和初期の話じゃないですよ（笑）。そんな中で、中古のテレビを買い、ビデオを買えるよう
になると、これがうれしい！

http://mrs.living.jp/howto/article/1420659

仕事のモチベーションも上がります。家電は“ごほうび”でした。

多摩

「桜」発見！
ですね。

もうすぐ春
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気に入った家電が手に入るとうれしいでしょう。ごほうびを手に入れるために、頑張って働き
ましょうよ！ね！

東京

Q．キッチン家電などに詳しくなったのは？

銀座、池袋、新宿、渋谷ほか

むさしの

阿佐ヶ谷、荻窪、吉祥寺、三鷹、武蔵小金井

ほか

A．結婚を機に、“モテ家電”から性能重視に。
独身時代は家電を選ぶ基準もオシャレ度で、“モテ家電”を選んでいました。

掃除機も吸引力よりオブジェとして「カッコイイか？」「スタイリッシュか？」がポイントで
した。

結婚してからは、家庭用の家電製品にシフト。奥さんにとって使いやすいかどうか、家族のた
めになるか、性能重視です。

そんな中、テレビ番組『雨上がり決死隊のトーク番組アメトーク』の「家電芸人」がブレイク
、流行語大賞にノミネートされたんですよね。

多摩

立川〜高尾、多摩モノレール沿線ほか

埼玉

大宮、浦和、川口ほか、埼玉全域

千葉

千葉、幕張、船橋、習志野ほか

かしわ
横浜

柏、松戸、我孫子、茨城ほか

横浜、元町・中華街、みなとみらいほか

田園都市

青葉台、たまプラーザほか

まちだ・さがみ

町田、相模大野ほか

大阪

大阪市、堺市、北摂エリア、京阪沿線ほか

兵庫

神戸、阪神間、北阪神、明石ほか

わが家で家電製品を購入する際のポイントは次の3つ！

1. サイズ…スペース的にも、使う人の身長等に合っているかも大切。
2. 使い勝手…毎日使う人にとって扱いやすいこと。

3000円の商品券が5人に。社会保障についてあ
なたの声を聞かせて

3. 家電愛…テンションの上がる、好きな家電であること。

抽選で5人に2000円分の商品券！
ーのコレカラ」アンケート

家電については、日々、受験勉強のように情報を仕入れています。

「エネルギ

2000円分の商品券が当たる！乳酸菌に関するア
ンケート

おすすめするのは、自分で使ってみて、確かにいいと思えたモノだけですね！

5人に2000円分の商品券プレゼント＿東京都知
事選挙に関するアンケート

お笑い＆家電芸人 ペナルティ・ヒデ
よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属のお笑い芸人
。コンビ名ペナルティでワッキーと組む。千葉県船橋市出身
。高校・大学とサッカー部で活躍し、専修大学法学部卒業時

「プラセンタスキンケア スター
ターキット」を10人にプレゼン
ト！

に、Jリーグ・横浜フリューゲルスからスカウトされていたが
、「サッカー以外の仕事がしたい」と辞退、サッカー部の後
輩ワッキーを説得してお笑い芸人の道へ。家電、アウトドア
、アニメ、サッカーなど多趣味で、仕切りやトークもうまい
ことから、単独でも活動中。

「My Clcok フォトカッター」を3人にプレゼン
ト！
「よもぎ温座パット（6個入）」を3人にプレゼ
ント！

＜文：3jags服部好江＞

念ずれば花ひらく〜坂村真民と相田みつをの世
界 〜」の開催を記念して招待券を抽選で10組
20人にプレゼント！

リビングWebでの価格表記は、特記を除き記事公開日時点での税込み金額です。消費増税により、4月1日
以降は紹介した金額が変わることがあります。詳しくは各企業等にご確認ください。
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ペナルティ ヒデの

＜ハハプロ2014＞母と娘にうれしいプレゼント
「ノウカーズ 利き米パック」

友だちに教える

“家電愛” たりてる〜！？

くらしのハウツー

世界初※の缶入りトマトのビアカクテル 「ア
サヒ レッドアイ」（350ml 24本）を5人に
リビング新聞についてのアンケート

みんなの家電研究

室

@living_mrsさんをフォロー

1,995人のフォロワー

自家製ヨーグルトがご自宅で簡単に！

壺に水!?機能性・デザイン性を備えた“新しく美しい”加湿器
エアコンは冬こそ買い時！〜我が家のエアコン活用術〜

消費税増税前の今、この家電を買うべき！〜年間消費電力量を比較してみて〜
油を使わず、サクッとジューシー。話題の調理器具の実力は？

蠍座

増税前のチャンス！春の通販コスメ
特集

あなたはどの家電！？家電タイプ別
性格診断

みんな大好きインスタントラーメン
！読者やシュフワンのレシピも！

助かりました大賞結果発表！グラン
プリに輝いたのは・・・！？

http://mrs.living.jp/howto/article/1420659

魚座

射手座
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アンケートモニターで
1ヶ月2万円

乾燥肌の化粧品の選び方(8)シャンプー

research-panel.jp

ホタテとレタスのあんかけラーメン【わが家の袋麺レシピ】
フォーマルスタイルに使えるジュエリー【リビこれ！】

オーストラリア旅行、家電など話題の賞品が当たるチャンス！プラウドクラブWEBキャンペーン！
あなたはどの家電！？家電タイプ別性格診断

すぐに１品増える！じゃがいもの冷凍保存で時短料理

自宅のパソコンでアンケートに答える
だけ 1ヶ月で2万円以上の報酬を受取
る人も。

贅沢ランチ食べ放題の
クーポン

捨てる前に挑戦！野菜の切れ端を育ててみよう！

参加者募集！人気のSTAUB（ストウブ）でおいしい♪パン作り

東京都内に土地をお持
ちの方必見

三菱東京UFJ銀行の教
育ローン

無料で使える会計ソフ
ト:freee

bk.mufg.jp/

クラフトスピリッツ
【公式】

金利年2.75%、借入100万円なら 返済
期間6年で、月々15,082円!

一人暮らしの家具家電
通販サイト
女性向けノベルティ人
気NO1
緑豊かな街で素敵なマ
イホーム

いつもの食パンにひと工夫！ 10分朝ごはんレシピ特集
家族と！仲間と！4人で気持ちよく走ろう「第1回リビング春風駅伝 参加者大募集！！」
【主婦のキモチ特別編】男性に聞く「プラトニックな恋愛ってあり？」
12星座別年間占い

気になる2014年の運勢をチェック

マットやスリッパがないトイレはNG！
日本初上陸！デンマークの雑貨店「ソストレーネ・グレーネ」
住宅購入前に知りたい「住宅ローン減税」と「すまい給付金」
2014年トレンド予測

今年流行るのはコレ！？

すぐに１品増える！じゃがいもの冷凍保存で時短料理
参加者募集！人気のSTAUB（ストウブ）でおいしい♪パン作り

ストウブ鍋を使った料理イベント参加者募集中！
知らないと損をする？家探しのノウハウ
トップ
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梅林観賞といちご食べ放題6980円

くらしニュース

くらしのハウツー

旬ボイス

プレゼント

おでかけコレクション

料理・グルメ ビューティー
デジタルライフ

ヘルスケア

http://mrs.living.jp/howto/article/1420659

マネー

家事・住まい

ライフスタイル

エンタメ
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