
Merci, Monsieur “Keep on” Monsieur ～オールナイト ムッシュかまやつ～ 

 

【特番】 
 

★「僕らの音楽」（地上波 2006年５月 26日放送） 

生演奏にこだわり、丁寧に作りこんだ良質な音楽と映像で綴る番組。 

 

＜出演者＞ 

ムッシュかまやつ、加賀まりこ、森山直太朗、真心ブラザース、50 回転ズ、 

TARO かまやつ 

 

 

★「ムッシュかまやつの老いぼれロックン・ローラーアメリカ横断音楽の旅」 

（フジテレビ７２１：2007 年７月 30日放送） 

 

高校生でカントリー歌手としてデビューしたムッシュかまやつが、ロサンゼルス、メンフ

ィス、ナッシュビル、ニューヨークとアメリカを代表するミュージック・タウンを訪れ、

自らの音楽ルーツを訪ねる心の旅。ムッシュにとって、初めてのアメリカ横断音楽の旅。

ミュージシャン、ムッシュかまやつの人間ドキュメントであると同時に、アメリカン・ミ

ュージックのルーツを辿る旅でもあるスペシャル・プログラム。 

 

＜出演者＞ 

スティーブ・クロッパー、アラン・メリル、ハンク・ウイリアムス 3世ほか 

 

http://www.fujitv.co.jp/b_hp/worldtv/backnumber/805000009-7.html 

 

 

★「HIT SONG MAKERS 栄光の J-POP 伝説ザ・スパイダーススペシャル」 

（ＢＳフジ：2005年３月 31 日放送） 

 

新しい日本のポピュラーミュージックが生まれた時代 ･･･。これはそんな

「いい時代」に確かにあったはずの「何か」を求めて、素晴らしい歌の数々

を作り出した SONG MAKER = J-POP MAKER たちを紹介していく。彼

らは一体どんな気持ちでその歌を作り出したのか。それは時代にとってど

んな意味があったのか。VTR 構成やインタビューで紐解く。  

 

＜出演者＞  

ムッシュかまやつ、井上堯之、近田春夫ほか  

 

http://www.bsfuji.tv/hitsongmakers/pub/index.html 

 

 

 

http://www.fujitv.co.jp/b_hp/worldtv/backnumber/805000009-7.html
http://www.bsfuji.tv/hitsongmakers/pub/index.html


★「Char meets ムッシュかまやつ」 

（フジテレビ７２１：2006 年９月 10日放送） 

 

日本を代表するギタリスト Char がホスト役を務め、錚々たるギタリストたちの「お宝話」

を聞き出そうというフジテレビ７２１のスペシャルな企画。音楽専門誌でしか知り得なか

ったDEEPなネタを映像と音声でお伝えする「Char meets ????」。Charにとってムッ

シュはスパイダースの頃から憧れる存在であり、大先輩。Charがスパイダースの楽曲に秘

められたコードの謎を解き明かす。ムッシュと Char のオリジナルコード合戦がたまらな

い。 

 

＜出演者＞ムッシュかまやつ、Char 

 

 

★「THE ROCK STORIES＜ミッキー・カーチス×ムッシュかまやつ＞」 
 

日本を代表するロックアーティストが馴染みのお店で、大好きなロックを語り尽くす奇跡

の特番。 

 

 

★「二十一世紀の音霊～ムッシュかまやつ 風来坊の肖像～」 

（フジテレビ７２１：2001 年４月２日放送） 

 

２０世紀の音楽界で輝かしい功績を残し、なおかつ２１世紀にもさらなる活躍が期待され

るアーティストをミレニアムをまたぐ足掛け３年にわたりその活動を追い続けた記録、そ

れが「二十一世紀の音霊」である。２１世紀の幕開けにふさわしいヒューマン・ドキュメ

ント。ロリータ 18 号やデキシード・ザ・エモンズのライブに乱入し、BOOM BOOM 

SATELLITESのロンドンスタジオに潜入したり、好奇心の赴くままに彷徨うムッシュの姿

を余すところなくお見せする 3時間ドキュメント。 

 

＜出演者＞ 

ムッシュかまやつ、ソン・フィルトル（堺正章・ムッシュかまやつ・井上堯之）、近田春夫、

BOOM BOOM SATERITES、ロリータ 18 号、デキシードザエモンズほか 

 

 

★「MUSIC CLAMP～MC ムッシュかまやつ篇～」 

（フジテレビ：1996～1997 放送） 

 

音楽トーク番組『MUSIC CLAMP』のワンコーナー「FACTORY」のMC をムッシュか

まやつと近田春夫が交替で担当、当時の一番キテてるアーティストをゲストに楽しいトー

クを繰り広げた。 

 



＜出演者＞ 

ムッシュかまやつ、UA、りょう、及川光博、真心ブラザーズ、カヒミ・カリィ、THE JON 

SPENCER BLUES EXPLOSION、vocka collins、山内雄喜 ほか 

 

 

★「69★TRIBE〜69★LEGEND・ムッシュかまやつ〜」 

（フジテレビ： 2006年 7 月 19 日、 8月.23日、 9月 13日放送） 

 

アーティストが集うバー「69★BAR」（レッドシューズ）を舞台に、そこに来店するゲス

トとトークする番組。「69★LEGEND」コーナーでは、日本を代表するロックレジェンド

をお招きし、彼らの伝説の数々を本人の口から聞き出す。 

 

＜出演者＞ 

ムッシュかまやつ、岡田義徳、Alice、Bloodest Saxophone ほか 

 

 

★「FACTORY721〜ムッシュかまやつ〜」 

風変わりなライブハウス「FACTORY」へようこそ！一切装飾のない剥き出しのステージ

で繰り広げるライブ空間「FACTORY」。本物だけが出演することを許された真実のステー

ジ。 

 

＜収録曲＞ 

「バン・バン・バン」、 「あの時君は若かった」、 「ノー・ノー・ボーイ」、 「ゴロワー

ズを吸ったことがあるかい」、 「ROUTE 66」、 「WALKING THE DOG」、「BOOM 

BOOM」、「どうにかなるさ」 

「ムッシュかまやつ SDM セッション」 

 

＜メンバー＞ 

Vocal：ムッシュかまやつ 

Drums/Chorus：ジョニー吉長 

Vocal/Electric Bass：加部正義 

Electric Guitar/Chorus：横内健享 

Alto Saxphone/Soprano Saxphone：三四朗 

 

 

 



★「ムッシュかまやつ SDM セッション」 

 

キャンドルが灯された真っ暗な空間にムッシュとグリコが向かい合ったままで、思いつく

ままにセッションを繰り広げる。 

 

＜メンバー＞ 

Vocal：ムッシュかまやつ 

Drums/Chorus：富岡義広/グリコ 

 

 

★「T-ROCKS〜ムッシュかまやつ〜」 

 

T シャツは自分自身を世の中に主張するメッセージアイテム。T シャツを通じて、多くの人

にメッセージを伝える番組。ムッシュのお気に入りのブルースナンバー｢ya ya｣｢high time 

baby｣｢rock me baby｣をモチーフに､デザインと素材にこだわったオリジナル T シャツ｡

バックには､誰が歌っているのだろう？という謎かけめいた｢WHO?｣という文字がプリン

トされ､ムッシュの遊び心が込められた｡ボディには古着加工が施され､シンプル且つセン

スあふれる､ムッシュらしい“粋"な作品が完成した｡ 

 

 

★「MUSIC SOUP -45r.p.m.＜ムッシュかまやつ篇＞」 

 
Music Master たちが、自分だけの音楽体験をとっておきの 45曲に託して語る栄養満点な

音楽番組「MUSIC SOUP-45r.p.m.-」。選ばれた 45 曲の紹介を通して、出演者の音楽人

生、キャラクター、そして、知られざる一面を紹介する人生劇場的ひとりトーク番組です。 

 

 

 

【フジテレビアーカイブス】 
 

PROGRAM TITLE SONGS GUEST Ch. OA DATE 

第 3 回 FNS 歌謡祭 「我が良き友よ」   フジテレビ 1975.7.1 

ニューミュージックスペシャ

ル 

「サマー・ガール」

「ノー・ノー・ボー

イ」「ロンドン急行」

「ゴロワーズを吸

ったことがあるか

い」「バンバン」 

  フジテレビ 1976.7.17 



ヒットパレード 90's 
「あの時君は若か

った」 
  フジテレビ 1991.6.14 

LOVE LOVE あいしてる 「シンシア」 
吉田拓郎、LOVE 

LOVE ALL STARS 
フジテレビ 2000.1.15 

ねずみがえしと LOVE LOVE 

ALL STARS LIVE 2000 

「LOVE LOVE GIRL POP」 

「我が良き友よ」

「バンバン」 

坂崎幸之助、吉田建、

そうる透、篠原とも

え、下川みくに、藤

田陽子、大森はじめ

（東京スカイパラダ

イスオーケストラ）、

野村義男、武部聡志、

鳥山雄司、藤井尚之 

フジテレビ７

２１ 
2000.11.18 

HEY！HEY！HEY！MUSIC 

CHAMP 
「Yei  Yei」 

ソン・フィルトル（堺

正章・ムッシュかま

やつ・井上堯之） 

フジテレビ 2001.3.5 

LIVE FACTORY 02 

「ノーノーボーイ」

「ゴロワーズを吸

ったことがあるか

い」 

ZEEBRA 
フジテレビ７

２１ 
2002.7.21 

HEY！HEY！HEY！MUSIC 

CHAMP 
「我が良き友よ」   フジテレビ 2002.11.18 

僕らの音楽 
「やつらの足音の

バラード」 
スガ シカオ フジテレビ 2004.5.22 

坂崎幸之助のお台場フォーク

村 2005 

「ヘイボーイ」「な

んとなくなんとな

く」「バン・バン・

バン」「我が良き友

よ」 

坂崎幸之助、清水ミ

チコ 

フジテレビ７

２１ 
2005.11.27 

僕らの音楽 
「マイ・バック・ペ

ージ」 
真心ブラザーズ フジテレビ 2006.5.12 

僕らの音楽 「バンバンバン」   フジテレビ 2006.7.7 

TOKYO SESSION -ROCKIN’

GAMBLER-＃1 
「ノーノーボーイ」 

KenKen、シシド・カ

フカ 

フジテレビ

NEXT 
2016.7.27 

TOKYO SESSION -ROCKIN’

GAMBLER-＃2 

「やつらの足音の

バラード」 

KenKen、シシド・カ

フカ 

フジテレビ

NEXT 
2016.9.23 



TOKYO SESSION -ROCKIN’

GAMBLER-＃4 

「ゴロワーズを吸

ったことがあるか

い」 

KenKen、シシド・カ

フカ 

フジテレビ

NEXT 
2017.1.27 

 


