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One Night Butterfly
＠有楽町よみうりホール  2021.08.12-08.17 全10公演

PHOTOGRAPER : Asuka　TEXT : MATSUTAMA  



JTに実に7年ぶりとなる主演舞台。ゲネプロ*に潜入してきました。
*（本番前最後の、衣装や演出など本番と同じ状態で行うリハーサル）

まず耳に入ってきたのは、場内アナウンス。会場内のルールや非常時の
対応などをお伝えしているのはJT。（もちろん収録ですが）これは嬉しい
演出の一つでしたね。その後の本番時には、JTボイスに気づいたお客様
の笑顔を見ることができました。

開演時間が近づき、会場が徐々に暗くなっていき、、、暗転。
スポットライトがつくとそこにいるのはもちろんJT。スーツのパンツにベ
スト、客席に背を向けての一人語りからのスタートです。

実際に舞台を見れなかった方もいると思うので、ここであらすじを
（オフィシャルサイトより抜粋）

その日、バーレスク・One Night Dreamの雇われ店長の進藤は頭を抱
えていた。オーナーの長谷島から唐突に閉店を告げられたからだ。
この悲しい事実をどうやって従業員達に伝えよう……？
唐突すぎる閉店を、みんなは納得してくれるだろうか。そんな時、閉店が
決まった店にテレビ取材の話が舞い込んでくる！
これはチャンスか！？それとも災難か！？消えかかったバーレスクの灯り
をもう一度灯すため美しい蝶達のステージが今、幕を開ける！！
　　　



バーレスクというシチュエーションなのに出てくるのは男だけ、どんなものだろうという思いを持って観劇させて
いただきましたが、テンポ良い掛け合いで進むストーリーは時間を飛ばしました。合間合間に挟まれるアドリブシー
ンも楽しめるポイントに（これは回数見ないと分からないかもしれないけど、そうなのかな？って思う部分があった
はず。そこはきっとそう）
そんなこんなで(笑)話は進んでいき、男だけのバーレスク”ボーイレスク”ショーの幕が上がります。
ラストのショータイムはたっぷり20分。オープニングと同じタキシードに身を包んだ進藤（JT)の呼び込みから、会場
が音と光に包まれる。きらびやかな衣装に身を包んだ男たちによる、ボーイレスクショーの始まりです。ダンス、
客（役）との掛け合い、殺陣、様々なスタイルのショーが息つく暇なく繰り広げられます。そして、、、トリを務めるのは

もちろん進藤店長（JT)。鳥の羽に包まれたド派手な衣装とメイクを纏い、ステージ最上段に登場、音に合わせてゆっ
くりと階段を降りてステージ中央に。そこから一気にテンポアップ！先ほどまでの踊れない進藤はどこへ？キレキレ
のダンスとボーカルを見せつけるパフォーマンス。この舞台のために作り上げ見事にシェイプされた上半身も光に
照らされ深い陰影を作ります。そんな進藤に従い、出演者総登場（男だけ）。大フィナーレへ！音、光、ダンス、が妖艶
に交錯し、そこはまさにバーレスク。ここでは応援グッズ（ライトなど）の使用がOKであったため、揺れるライトは
ライブさながら。客席も一体となってフィナーレを盛り上げていました。
ワンナイトバタフライ 一夜限りの夢～♪
耳に残るこのフレーズとリズム、会場を出るお客さんの６割が口ずさんでいたとか、、、





大会概要:俳優・歌手活動など、多方面でマル
チな活躍を見せるタレント・田口淳之介。若い
女性を中心に多くのファンから支持される
彼の意外な趣味、それが麻雀だ。
本企画では、定期的にネット麻雀のライブ配
信を行なうなど、麻雀愛にあふれる彼のリア
ル対局が実現！精鋭プロ雀士たちを相手取
り、田口淳之介がガチンコバトルを繰り広げ
る！炎の連戦をくぐり抜けた暁に待つものと
は？勇敢か、無謀か――。
田口淳之介の挑戦の結末は!?
https://youtu.be/TjILgIr-R7M

対局者：田口淳之介（タレント）、森田朝日（日本プロ麻雀協会）、山田独歩（最高位
戦日本プロ麻雀協会）、木原浩一（日本プロ麻雀協会）
実況：安達瑠理華（最高位戦日本プロ麻雀協会）、解説：小林剛（麻将連合／
U-NEXT Pirates）
試合結果：１位 森田朝日（日本プロ麻雀協会）、２位 田口淳之介（タレント）、３位 
山田独歩（最高位戦日本プロ麻雀協会）、４位 木原浩一（日本プロ麻雀協会）
試合概要：七番勝負の折り返しとなる今回の対局は、ネット麻雀「天鳳」で勇名を馳
せた強豪プロ雀士たちが対戦相手に。ここまで1勝2敗の田口淳之介は、勝ち星を
五分に戻すべく、これまでの対局で幾度となく見せてきた守備的な打ち回しだけで
なく、攻撃的な面も随所で披露していく。2回戦の東1局では番組内でついた「倍満
の貴公子」の異名を体現させるかのように4000-8000を成就。しかしなかなか
トップ奪取にはいたらず、3戦を終えて2着、2着、3着という結果に。最終戦は全員

がトップ縛りという超がつくほどの接戦となり、オーラスでは森田朝日と一騎打ちの
様相を呈する。互いにテンパイが入った熾烈なめくり合いの軍配は森田に上がり、
田口はプロを相手に大健闘を見せたものの、トータル2着という結果に終わった。
コメント：田口「（悔しいのが）表情に出ていましたよね？対局が終わった後に山を
見たら、次にツモっていました（笑）。あそこまで点数を縮めてオーラスに行けたこと
が良くて、しっかり諦めないで降りるところはちゃんと降りていたので、そこは自分
の中でも評価していいのかなと思っています。今日はトップを取っていないですか
らね。悔しいですね。ここまで最終着順が4位になっていないことはうれしいことで
すけど、でもやっぱり1位が獲りたいですね。次はリベンジしたいのでがんばりたい
です。本当に悔しい」
第六戦は10月27日（金）14時よりニコニコ生放送「麻雀スリアロチャンネル」、
Youtube「麻雀プロ団体LIVEチャンネル」にて生放送。

＠東京都・スリアロβスタジオ  2021.08.30MAHJONG 『田口淳之介 炎の七番勝負～第四戦～』

PHOTOGRAPER & TEXT : Hitoshi Arai 



JT CHALLENGE
お待たせしました、JTチャレンジです。この企画では完全に素のJTを見ることができ

ます。それぐらいいつも必死なのです（笑）。

そして今回のチャレンジはBMXフラットランド。最初に言っちゃいますが先生は世界

王者です！そんなすごい人がJTにBMXフラットランドのイロハを教えてくれます。

みなさんご存知の通り身体能力とバランス感覚に絶対的自信を持つJT。今回もその

ポテンシャルは発揮されるのか？？そしてこれまたとんでもないスペシャルゲストも

登場し、チャレンジを盛り上げてくれました。予想がつかない展開であっという間の

3時間強。パリオリンピックで追加種目にも、、、と期待されるBMXフラットランド、

いろんな意味で激アツなその全貌を公開。

PHOTOGRAPER : Kazuki Murata　HAIRMAKE : Misato Hara　STYLIST : Keita Uchida　TEXT : MATSUTAMA 



近年のストリートブーム、7月に開催されたオリンピックの影響
もあり、今ストリートスポーツが熱い！ということで神奈川県
寒川町にやってきました。
ここは「THE PARK」。ストリートスポーツで街を活性化するこ
とを掲げる行政と町民、民間が手を合わせて生まれた、BMX
フラットランドとスケートボードの世界基準の練習場です。
そしてこのパークを仲間と一からから作り上げたのが、”ウッ
チー”で知られる内野洋平氏。世界を獲った数、なんと11度。
BMXの、いやストリートスポーツの世界で知らない人のいな
い、BMXフラットランドのパイオニアであり絶対王者です。　
二人の出会いは5年前、あるプロジェクトでご一緒したのが
きっかけ。その際ウッチーのパフォーマンスをみたJTはいつか
自分もやってみたいと機会を狙っていたそう。

そもそもBMXとは”バイシクル・モトクロス”の略で、70年代
アメリカで子ども達がバイクのモトクロス競技に憧れて自転車
で真似をしたのが始まり。フラットランドは、BMXの中でも
フリースタイルに部類に属し、平らな場所を使いフィギュア
スケートのような芸術的な動きを披露し、その難易度や独創性
を競う競技です。
なのでそのパフォーマンスは多岐にわたり、技の数も無限大、
常に新しい技が生まれ進化していく競技なのです！

※内野洋平　
Ucchie（ウッチー）の愛称で世界中のBMXライダーから親し
まれている、日本のトップライダー。
2008年の世界タイトル獲得以降、通算11度に渡り世界タイト
ルを獲得している。
彼の愛称からなづけられたウッチースピンというトリックや、ス
ケートボードの技からインスピレーションを受けたバイクフリッ
プなど、数々のオリジナルトリックを生み出すトレンドメーカー。
　



世界基準の練習場で世界チャンピオンの指導、凄すぎる。テン
ション上がります。同時に、後ろで練習している生徒たち（全員
中学1年生）のクオリティに圧倒されます。

全く初めてのJT、本日チャレンジするのはスピン、グライド、
エアー。名前だけではチンプンカンプンなので簡単に説明。
バースピン：走行しながら前輪を一回転させる。
コンパス：前輪を軸に手足を使ってBMXをコンパスのように
回す。
持ち上げ：倒したBMXを体重移動により起こす。
バニーホップ：前輪後輪同時に宙に浮かせる。

まずは先生のお手本で技を理解。ウッチーを見てるとできるん
じゃないかな？と錯覚させられます。それくらいサラッと。しっか
り大技も交えて見せてくれました！
早速JTも本日の相棒BMXにまたがり練習を開始。バースピン
からチャレンジ開始、ウッチーに習ったように体を使い車体が
倒れたところで思い切ってハンドルを回す！はい失敗。　
前輪が回りきらないと、車体にストップがかかってしまい転倒
行き。タイミングと勢いが合わないと成功できないのです。
最初の一回を終えた時点でこちらを見たJT、”これは難しい、
ヤバイぞ”そういう顔でした。切り替えて集中モード、何度も
練習を繰り返してあっという間に汗だく。　
黙々と練習を続け5分後、、、回りました！かなり怪しいけど回り
ました！　最初の技はなんとかクリアです。
その後も真剣ながら和気藹々と練習は続きますが、JTの体力
は消耗していくばかり、本当に難しい、もう笑うしかない。



一通りの技の説明と練習を終えて一息ついていたところに、
突然の乱入者登場!!!（ウッチーが呼んだ）なんと東京オリン
ピックスケートボードストリート日本代表”白井空良”さんで
す。白井さんは現在世界ランク3位、このスケートボードパーク
設計者の一人でもあり、寒川をホームに世界と戦うトップアス
リート。そんな彼がなぜかスケートボードではなくBMXで
登場。まさに寒川マジック！

そして突然始まった、バースピン５本勝負。それぞれ５回の
チャレンジで成功の多い方が勝利。まずは先行白井空良、ゆっ
くりとBMXを漕ぎ始め、車体を倒し、きれいに成功。トップ
アスリートの貫禄を見せつけ、後攻のJTにプレッシャーをかけ
ます。
続くJTの番、こちらも慎重なスタートから、、、成功！今日一番綺
麗なスピンを見せて対抗！これはいい勝負なるかもな、、、
２回目、白井選手の挑戦、前回と同じように余裕を見せるゆっ
たりとしたスタートからタイミングを計ってバーを回す！失敗！！！
一同驚き（笑）ここから何かが変わった、、、
続くJTは何かを掴んだのかまたも完璧に決めてみせる。白井
選手の３回目、、、失敗。JT成功。４回目、、失敗。JT成功。　
エンターテイナーの本領発揮、今日一番の技を見せたJTが
会場の予想を裏切りまさかの大勝利。うそでしょ（笑）本人も
びっくりの面白い展開に。持ってるなー。

まさかの敗北を喫した白井空良さんでしたが、この後本職
スケートボードでとんでもない技を魅せてくれました。世界と
戦うクオリティー、スタイル。驚愕です。やっぱり花がある。
大興奮させていただきました！
体力の限界と特大の興奮の中、本日のチャレンジは終了。改め
てストリートスポーツの楽しさ、興奮、そこに至るまでの難し
さ、それに挑む勇気を経験することができました。
とにかく見てくれ、JTの汗の量を！クーラーの効かない練習
場で全身を使い続けてチャレンジし続けた男の汗を。
顔もTシャツもビチャビチャです。



それにしても、世界チャンピオンのウッチー、オリンピアンの白
井さん、、、世界は寒川にあった。
ここで練習しているキッズたちのレベルが高いのは納得です。
世界が普通に目の間にあるんだから、贅沢すぎる練習環境。
こんな場所が増えていったら競技のレベルは上がるし、もっと
もっとシーンが盛り上がって文化になっていくんだろうな、
と感じることのできる素晴らしいロードモデル。やるなら今
しかない！

～チャレンジを終えて～

ウッチー
「久々会えて嬉しかったね。BMXの方はさすがって感じ、普通
じゃないよ。一番すごいとこは、根性、負けん気だよね。
僕もそうなんだけど、”俺はできるはず”っていうのが根本的
にあるんですよね。出来ないのはおかしいって、本気で思える。
そう信じてるから、成功につながるんだと思う。」

JT
「それはある。最初は絶対バニーホップなんて絶対できないと
思ってた。でも練習を続けてるうちに“きたな”、ってポイントが
あった。バースピンに関しては完全に空良くんのおかげだけ
ど（笑）。バースピン が一番気持ちよかったね。ただ本当に難し
かった。難易度は過去最高レベル。
明日の膝がどうなってるのか怖い。。。」

この後二人のトークは、BMX競技の今後、アスリートとしての
あり方、ウッチーのチャレンジ、などに繋がり熱い内容となりま
した。が、ページがいくらあっても足りなくなっちゃうから今回
は割愛！　

ぜひオリンピック競技になり、初代オリンピックチャンピオン
内野洋平を見たい！みんなで応援していきましょう！

＜追伸＞翌日会ったJTの右膝内側は真っ赤に腫れ上がって
いました、、、（泣）



EDITOR’S REVIEW

今回のImmortal Magazineのテーマは『Go Around』
時代・季節・場所、そして人。色々な環境や出会いは回り
続ける。
そんな中で自分の現在地を表現したのが、今回のグラビア
撮影です。自然と都会。相反する場所での撮影ですが、表情
を一貫しているのはどんな環境でも自分の軸はブレない。
というメッセージでした。今回のカメラマンのカズキ君は
まだ若いにも関わらず、全部の写真をフィルムで撮りたいと
いうポリシーで炎天下の中、地味に大変なフィルム交換の
作業をしながら撮影してくれました。デジタルカメラでの
撮影が主流の現在。久しぶりのフィルム撮影は一枚一枚に
気合いが入って良い撮影になったと思います。
そして、このコロナ禍の中でなんとか幕を開けることが出来
たワンバタ。大阪公演が中止となり、残念ながら観劇出来な
かった方も多いでしょう。この写真からでも躍動感が伝われ
ば嬉しいです。♪ワンッナイッバラフラーイってマジで頭から
離れられないからね。無限ループですよ。DVDがお手元に
届くまでもう少し待っててね。
JTチャレンジではBMXに挑戦！今までにも軽く触った事は
あったのですが、世界チャンピオンの洋平くんから教えて
もらえるなんて！撮影は３、４時間だったのですが、一週間
分くらいのエネルギーを消費した気分。ほんとに大変！見て
の通り豆も出来ますし（笑）そんな痛みながらでもキレイ
に成功したバースピンは嬉しかったな～。撮影場所のTHE 
PARKには将来世界で活躍するであろう金の卵たちが沢山
いて、洋平君の様なレジェンドから技や人間性が受け継が
れ、その歴史が回り続けるんだろうな。と思ったら、やっぱり
尊敬される先輩でいなきゃな！と改めて感じたよ。BMXは少し
難しかったけど、熱いモノを受け取りました。洋平君BIG UP！
というわけで、今号はいかがだったでしょうか。年末に向け
てイベントも沢山あるので、次号も盛り沢山の内容でお送り
したいと思います。それでは。

Immortal Magazine   編集長 田口 淳之介

  編集後記  
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