


「バンジージャンプをやりたい！」というアツキの希望をもとに、都内で可能なスポットをリサー

チしたところ、意外にも近くにありました！　よみうりランドでございます！　ということで、

今回はneko、しろくろ、アツキに加えて、よみうりランドには毎年来ているという頼れるアニ

キ・KOOLをゲストに迎えやって参りました。しょっぱなからアニキ遅刻であわや焼き土下座と

いう波乱もありつつ、いい年をしたメンズが遊び尽くす遊園地ツアー、お楽しみください。

撮影／かのん





取りあえず乗り込む我らが社長。八代亜紀あたりが似合いそうな運転手ぶりを発揮する。そして写り込む輩。

目を離した隙にケバブを購入していた社長。



アンパ●マンショーが終わった後のステージを見つめる社長としろくろ。リストラされたことを家族にまだ言えていないため、
外で定時まで時間を潰す必要があるのだ。そして写り込む輩。

「ねぇねぇ、あの絶叫のヤツ乗ろうよぉ！　ねぇねぇ！」
「もぅﾏﾁﾞ無理。ﾘｽｶしょ ･･･」



ストリートでは、相手にナメられた瞬間に負けがほぼ確定する。つまり、ファーストインパクトが何よりも重要なのだ。その機微を熟知している
KOOL は、パンチングマシーンと対峙する際もまずはメンチを切る。ただならぬ殺気を察知し、小さなお友達が何事かと周囲を取り囲んでいる。

握力×体重×スピード＝破壊力！

Attraction＃01  Punching machine



「カタギの人の前でつい本気になっちゃいました」といい笑顔を見せる若い衆。



よみうりランドのマスコットであるランドドッグをかたどった乗り物に、峠最速の男・KOOL が早速またがる。しろくろは、なんとなく。

カメラに向かって可愛らしくピースサイン。ドライブを楽しんだあと、２人は夜の街に消えていったのであった……。

Attraction＃02    Land Dog



ひとりメリーゴーラウンド。しかも横座り。ちなみにこの間、社長は KOOL と売店でケバブを食べていた。

［悲報］しろくろニキ箱乗り

Attraction＃03  Merry-go-round



Attraction＃04  Bungee Jump



今回のよみうりランド行きは、そもそもアツキが「俺、バンジーやりま
すわ。ラクショーっしょ！」と調子に乗ったことがキッカケ。にもかか
わらず、園内に入るやいなやどんどん生気を失いビビりはじめる。とん
だフカシ野郎である。上の写真は、タコ部屋に落とされる多重債務者よ
ろしくバンジー前に連行され、ついに涅槃の境地に至った際のもの。



Attraction＃04  Bungee Jump

書類にサインさせられる。

「俺もやるわ。しろくろさんもせっかくやし飛んだらええんちゃう？」

「だが断る」

身長・体重などの制限がございます。

アツキお腹痛い vs. 社長余裕

「ワイ、高みの見物」

「自分、いつか独立して工務店持ちたいんスよ」

「これが彼の最後の言葉でした」



テーマ曲『I don't Want to Miss a Thing』（Aerosmith）

基本、無言。

社長、ためらいなく飛ぶ。

「いや、まぁ面白かったっすよ。最初は怖いっすけどね」

「母さん、父さん、行ってまいります」

「無理たけーこえー死ぬって絶対！」と大騒ぎ。ギャラリーから声援が飛ぶ。



Attraction＃04  Bungee Jump



そしてむせる。生まれたての小鹿のように足が震えていた。奇跡の生還劇にギャラリー大沸き。
このあと、バンジーに並ぶお客さんが急に増えた。思わぬ客寄せパンダ効果。

生還。「何かをつかんだ気がする。人生観が変わった」とのこと。



Attraction＃05  Frog Hopper



よみうりランドの中でも、成人男性がソロでチャレンジするにはかなり
難易度が高いフロッグホッパー。幼女とかけがえのない瞬間を共有する
事案が発生。



「俺んとこ来ないか？」

Attraction＃06 Jewellumination

よみうりランドの冬の風物詩「ジュエルミネーション」。毎年ここに訪れている KOOL が、「キレイなんでぜひ」とのことで日没を待った。写真の
通り、幻想的な光景が広がる。が、「俺は特等席があるんで」とゴミ箱に仁王立ちする若い衆（KOOL）のおかげでファンタジー感ゼロに。



2016 年秋、始動！次号、謎に包まれたバンドの全貌が明らかに！的なキャッチがつくやつで締め。楽しかったー。



KOOL：「カシャ！」（iPhoneのシャッター音）
neko：いきなり記念写真から入りましたけ
ども… Scrap! 創刊号「ねこ飲み」対談、ゲ
ストは KOOL さんでーす！
KOOL：よろしくお願いしまーす！はいー！
あけましておめでとうございます !!
neko：（笑）1 月号ですからねー。まぁ発
刊してる頃には全然「あけまして…」では
ないけど
KOOL：もうバレンタインムードですよ。
●ねば良いのに !!
neko：いきなりヘイトを（笑）
アツキ：（笑）では改めて… ゲストは

KOOL さんということで、お二人は最近ラ
イブでの共演も増えたと思いますが、初め
て出会った時のことを覚えていますか？昔
話なんかも聞けたらと思います。
neko：俺は ぶっちゃけ覚えてないんだよね。
一同：（爆笑）
KOOL：だと思った！
neko：いつ…そんなに仲良くなったのか覚
えてない（笑）。
KOOL：初めてちゃんと言葉を交わした時
みたいなのは覚えてるよ！
neko：覚えてない（笑）。
KOOL：「un:KOOLive2 零 -ZERO-」ってい

うライブを俺が企画した時に neko さんに
ゲストで出てもらったりも…。
neko：えっ !? あん時 !?
KOOL：あん時も同じこと話してたよ（笑）。
俺はねー、覚えてるよ！嬉しかったもん、
会って話せて！
neko：え…初めて会ったのはいつ？土下座
ライブとか？
KOOL：neko ワンマンかな！
アツキ：ありましたねー「neko café」と
いうイベントでした。
neko：高円寺のか！あっこまで遡るの？
アツキ：俺もね、そこで初めて KOOL さん

neko ／ TOT 社 長。 通 称 ね
こさむ。楽しいことが大好
き。現在 5th アルバム制作
真っ最中！

KOOL ／ DPN を率いるボー
カリスト。その名とは裏腹に、
熱いステージングと歌でオー
ディエンスを圧倒する。

第２回 VS.KOOL
聞き手／アツキ



にお会いしたんですよ。
KOOL：アツキは覚えてるんだね（笑）。
neko：あれはいつだろう？ 2013 年だっ
け？
KOOL：あっ、俺がまだ●●してた頃だ…。
neko：（爆笑）
アツキ：そこは伏字にしておきます（笑）。
KOOL：いや、でも初めて挨拶したのは
TOT の EAST かな？
neko：あぁ～。
KOOL：主催で忙しそうだったから一瞬だっ
たけど。あれはマジで良いイベントだった！
俺、逆ダイ（ダイブの一種）キメちゃった
んだよ…。
neko：マジで !?
KOOL：実は DVD にもそれが映っちゃって
るらしくて。
一同：（爆笑）
KOOL：あの頃は元気だったなぁ…もう大
台乗ったから…まぁでも 30 歳も楽しいよ。
今まで恐れてたことがアホみたい！
neko：若いから怖くないっていうものとは
また違う感じ？
KOOL：なんか 10 代の頃の無敵感？あれ
をまた取り戻したみたいな（笑）。
neko：遅れてきた青春みたいな !?
KOOL：「第二次青春」というか、俺は 20
代を守りに入ってたんだなって（笑）。
neko：生活とか？
KOOL：これから年金もらうまでどう生き
ていこうみたいな…20 代になって考える
歳じゃないよね！気づいたね（笑）。
neko：勉強になるわー（笑）。
アツキ：じゃあ俺たちも KOOL さんのライ
ブで逆ダイ決めましょうか…。
neko：年齢的にそうだな（確信）
KOOL：そう考えると俺あんまり変わって
ないのかもね（笑）。
neko：まぁそんな感じで、バンドも本格始
動するんでしょ？その辺は語れないの？
KOOL：語りますよー今日は（笑）どっか
のデｂ…メンバーに怒られても知らん！
neko：初だしが「Scrap!」ということで。
KOOL：また後半で語ろう（笑）まぁ初め
て会ったのは 3 年前なのかな。
neko：そういえば一緒に IKEA 行ったじゃ
ん（笑）。あれで急接近した気が！
KOOL：行った行った（笑）高円寺で話し
た時に実はご近所だってわかって。
neko：俺も引っ越ししたてで家具欲しくて。
KOOL：もう 7 年前くらいからずっと neko
聴いてたからさ、その頃からすごく魅力的
ですごい人だったんだよ！

neko：最近そういう「昔から聴いてた」っ
て人増えて困る（笑）。
KOOL：やっぱりそういうやつらが台頭し
てきたんだよ。そう、俺みたいにね。
一同：（爆笑）
KOOL：そんな意識があったからさ、緊張
してたんだよ！
neko：えぇっ !?
KOOL：いやいや、高円寺での俺の対応を
また見せてやりたいよ !!
アツキ：あの日の KOOL さんは、主催の俺
にも「はじめまして、KOOL と言います！（キ
リッ）」って紳士的に挨拶してくれて（笑）。
KOOL：いや～今考えると…本当に嫌だ

（笑）。
アツキ：今のイメージとは全然ね（笑）。イ
ケイケな KOOL アニキも初対面では超紳士
なんですよ（笑）。
KOOL：だってどんな人かは最初はわから
ないしさ、歳とかもね。だから「KOOL と
言います！（キリッ）」って。
neko：今の顔で思い出したかも（笑）。
KOOL：「昔から知ってたんですよぉ！」っ
て言ったら「あぁ、ありがとございますー

（棒）」みたいな感じで。
neko：そんな適当じゃないでしょ（笑）。
アツキ：neko はそういう時は飄々として
ることが。
KOOL：その感じがね、またプレッシャー
を与えてくるんだよね。畏怖の念を（笑）。
neko：そんなに怖くないよ（笑）。
KOOL：まぁそうしたら近所ってわかって、
遊びに行っていいですか？ってなって「イ
イヨー」って…軽いなこの人って（笑）。
neko：じゃないと IKEA 行かないよ（笑）。
しかも二人乗りのオープンカーで行って、
家具が乗らねえじゃん！
KOOL：間違いなくデスクは買えねえ！
neko：しかも初めて遊びに行った時だから
まだお互い敬語だったよね。二人で家具買
いに行ってるのに（笑）。
KOOL：これから生活を始める二人…みた
いなところに行ってるくせにさ！
アツキ：まだお互いの距離感がわからない
んですね（笑）。
KOOL：最初のチョイス間違えてる（笑）。
アツキ：いきなり家具見に行った（笑）。
KOOL：最初はパシられた!!って思った（笑）。
neko：そんなことはないよ（笑）。
KOOL：だって車持ってないって言うから！
neko：車ないから IKEA 行けないんですよ
ね～って言ったらアニキの方から一緒に行
く？って誘ってくれて。

KOOL：あ、そうだ！（手をポン！）俺か
らだ！
neko：だからパシりはおかしいよ（笑）。
KOOL：これも一種の「誘い受け（BL）」っ
てやつでしょ？
neko：おい！何言ってるんだ（笑）。
KOOL：これをきっかけに仲良くなろうっ
て思って、家も知れるし（笑）。
neko：結果仲良くなったしね。
KOOL：そっからいきなり壁もなくなった
ね、クソ狭いコペンに乗って隣に座って、
家具も一緒に買って。
neko：その時 KOOL ニキの家にも行った
んだよね！
KOOL：別の車で行こうって（笑）。
neko：じゃあ僕は準備終わるの待ってます
ね。って、家の外でコンビニで買った安納
芋アイスを食ってたらブワ～ってクッソ蚊
が飛んでて !!
KOOL：すっげぇ刺されてた（笑）。
neko：芋食いながら 30 分くらい血を吸わ
れまくって…そんなこともあった（笑）。
アツキ：お二人は覚えてないかもしれませ
んが、その年末に関係者が集まったとある
忘年会ライブでこのメンツで一緒にステー
ジに立ったんですよ！
KOOL：あぁ！あったあった！
neko：俺その時パーカーの人のベース借り
たわ！
ア ツ キ： み ん な 酔 っ 払 っ て neko の

「Destiny」をセッションするという…。
KOOL：何故か neko はベースっていう（笑）。
neko：名前は言えないあの人の彼女とかも
来てたよね（笑）。
一同：（爆笑）
アツキ：伏せておけば書いてもいいだろう !!
KOOL：俺の誕生日が近いってことでなん
か顔面ケーキとかもあったよね。
アツキ：その忘年会で初めてみんなで酒盛
りをしたんですよね（笑）。
neko：そこからかぁ…。
KOOL：打ち上げ会場に行く時にキャッチ
に絡まれたり（笑）。
アツキ：あったあった（笑）。
KOOL：予約してる店あるって言ったら「な
んだこら！」みたいな感じで来られて。
アツキ：凄まれて、何故か年収を自慢され
て（笑）。
KOOL：いやぁ…笑っちゃったよね（笑）。
neko：うわぁ見たかったなそれ（笑）。帰っ
ちゃったから…。
アツキ：言うて、neko ニキも朝までは居
たよねちゃんと（笑）。



KOOL：歌い手界隈にはない、バンドのノ
リで楽しかったなぁ〜やっぱコッチだなっ
て。
neko：そっちにはないノリだよね（笑）。
懐かしかった？
KOOL：昔バンドやってたってのもあるし
ね、（歌い手の活動に）違和感を感じちゃっ
てね。
neko：それが悪いということではないんだ
けどね、合う合わないはあるよね。
KOOL：（自分が）やりたかったことをやっ
てるヤツらがここにいて…。
neko：そうだね、まさに俺らか（笑）。
KOOL：ずっと知ってたからね、TOT とい
うものを…折角その世界を垣間見て、自分
の立ち位置に葛藤してね、急に動画とかも
アップしなくなったかな。
アツキ：neko との出会いがキーに？
KOOL：俺の中ではすごい影響力を持った
キーマンだね！
neko：そうなのかー（笑）。
KOOL：アウトプットとして出してくるも
のがアーティスト性に満ちている。
neko：そこに重きを置いてきたからねぇ。
KOOL：（俺は）そこに憧れてきたヤツだっ
たからねっ！

（ここで手元が狂ってビチャ !! とビールを身
体にかけてしまう KOOL ニキ）
一同：（爆笑）
neko：粗相ですよ〜！
KOOL：申し訳ございやせん。ジェスチャー
人間なんで！（笑）

（KOOL ニキ、ここで飲み会伝統芸の「粗相
イッキ」をかます）
一同：（拍手）

KOOL：こういうのだよね、俺が欲しかっ
たものは（笑）。
neko：アニキは歌い手では誰と仲良かった
の？
KOOL：Ｔ（某歌い手）とかかなぁ…あれ
は単純に面白い人間だった。
neko：あぁＴさんね、彼は面白い！気持ち
悪いカッコつけじゃないし。
KOOL：そうそう。おもろい兄ちゃんとい
うか、もうオッさんかな（笑）。
neko：歌い手ねぇ… 俺、歌い手が好きじゃ
ないから。
KOOL：俺もー。
二人：イェーイ！
アツキ：いやいや、あんたら歴とした歌い
手やないか！
KOOL：俺も最初は言っちゃなんだけど遊
びで始めたところはあって。
neko：俺も俺も。
KOOL：時代が変わったというかネットが
拡がって、ノーリスクで自分たちがやりた
いことが出来る環境ってのは俺らが 10 代
の頃にはなかったし。
neko：俺らの時代は「muzie」とかね（笑）。
アツキ：また懐かしいものが…。
KOOL：誰もわかんねーよ（笑）。
neko：俺が高校生の頃はここで発表してね、
当時アルバムとかも買ってもらったし（笑）。
アツキ：それから暫くすると audio leaf と
かも出来てね。
neko：my space とかもね。
アツキ：お二人がニコニコ動画で歌ってみ
た等の作品を投稿して、何か変化はありま
したか？
KOOL：音楽の世界って広いようで狭くて、
バンド時代の知り合いと再会したり「え、
お前だったの !?」みたいなこともあって。
neko：最初はライブハウスだけで活動して
いたけど、ネットの活動から幅が広がって。
KOOL：メディアの展開の仕方が激変した
世代だったと思う。
アツキ：CDが売れないという時代になって。
neko：俺らが昔から聴いてたアーティスト
だけがずっと台頭してるよね。

KOOL：それをひっくり返せるような、壊
れるだろうっていう可能性は感じてるけど。
neko：俺らが脂乗ってきた 40 歳くらいで
流石に hyde も 60 歳だし引退するでしょ

（笑）。
アツキ：わかりやすい… 毎号レジェンドと
して登場する hyde（笑）。
KOOL：やっぱり俺らも歳をとるにつれて
歳下のヤツらも増えるだろうし、中学生と
か高校生とか、音楽聴きだした子たちから
憧れられるように代替わりしてないとね！
アツキ：ネットとリアルを両方使っている
お二人の今後の展開は？
KOOL：結局、同じだよね、ライブハウス
でもネットでも、聴いてもらって「良いな」っ
て思ってもらえるようにという根本は一緒。
neko：俺が危惧しているのは、最近の音楽
の新陳代謝が激しくてさ。ネットで聴いて
カッコイイなって思った曲をなんだかんだ
数日後にはもう聴いてなかったりして。俺
らの頃はラジオで流れる曲を録音したりし
て延々に聴いたんだけど。
KOOL：カセットに録ったりしたね！
neko：ネットでいつでも聴けるっていう意
識がね、音楽が好きなことに変わりはない
んだけど…一般大衆的な意味では昔より離
れちゃっているのかなって。色々新しい音
楽は生まれてるんだけど…。
KOOL：俺はロキノン系が嫌いだけど（笑）。
neko：俺ら結構聴いてきたジャンルは似て
いるかも。
アツキ：お二人は良く「B’z」談義に花を
咲かせていますよね？ 昨年末の「THE ☆暴
年会」でもコラボで B’z を歌ってましたが、
B’z から得たものって何かありますか？
neko：それは絶対あるね。
KOOL：なにって言われたらなに？
neko：やっぱギターサウンドじゃない？
KOOL：だよな！絶対そう！
neko：稲葉は真似できないね、稲葉っぽく
はなるけど… プロのスタジオでも稲葉っぽ
いからやめろって言われたり（笑）。そうい
う影響は多分ある！あとサウンド系だと松
本さんの作る音の…。

「結局、同じだよね、ライブハウスでもネットでも、
聴いてもらって「良いな」って思ってもらえるよう
にという根本は一緒」（KOOL）



（ここで neko ニキのトークをぶった斬るラ
ストオーダー）
店員：すみません、お飲み物のラストオー
ダーのお時間になりますが！
KOOL：え、マジ !? もう終わり？
店員：1 時間 500 円で延長も出来るんです
が…。
KOOL：1時間500円!?やっちゃいましょー
う！
店員：ありがとうございます（笑）ポテト
フライもラストオーダーですが…。
KOOL：ポテトはもう良いです。もう 30
歳なんで！（キリッ）
neko：もう入らないね（笑）。
店員：かしこまりました！ 3 名さま延長で。
KOOL：頑張れ！バイトリーダー！（キリッ）
neko：バイトリーダーじゃないよ（笑）。
KOOL：俺、酔っ払っているね…。
neko：ちょっと良い話をしているとこだっ
たのに…。
アツキ：せっかく B’z のサウンドについ
てね（笑）。
neko：もういいや（笑）。多くは語らない！
KOOL：いやいや、聴きたい聴きたい（笑）。
neko：まぁ B’z のね（笑）。サウンドの形
…完成形は無意識に意識していると思う。
KOOL：やっぱり思春期に受けた影響は根
強いよね、俺らは世代も近いし。その影響
の根底が同じ人間たちは仲良くなるよね！
neko：SEKAI N ● OWARI を聴いてるヤツ
は仲良くなれない！
アツキ：でも会ったら握手するんでしょ？
KOOL：俺は絶対にしないね（笑）。
neko：あそこまで卑屈じゃないしね！
KOOL：モチベーションの元が違うと思う
し。ドラゲナイってなんだよ（笑）。「今宵、
僕たちは友達のように」だっけ？
アツキ：結構知ってるんですね（笑）。
neko：友達のようにって…。
KOOL：友達じゃないんだよね（笑）。それ
を自己主張するのが嫌い（笑）。バンドなら
伝えなきゃ…それが俺の憧れる像だよ。
neko：いろんなアーティストがいるからね。
KOOL：まぁこれはネタで言っているだけ

なんだけどね（笑）。
アツキ：読者には伝わってると思う（笑）。
KOOL：だから、アーティストの何に惹か
れるかだよね？
neko：稲葉なんてただの変態だよ。
KOOL：なにあの歳であの身体！
neko：いや、歌ってることね、変態だしね。
KOOL：「Juice」とかね。
neko：ふりしぼってんじゃねーよって話で
しょ（笑）。
KOOL：ぶったおれるまでやりきる（笑）。
ロックって良いよね…。
neko：基本的に俺らはロック好きだよね。
KOOL：音楽が好きっていうのにも色々あ
るじゃん？
neko：細分化してるよね、これは好きだけ
ど、これは嫌いみたいな。
KOOL：くだらないよね。セカオワもそう
じゃん、別にセカオワ好きだからっていけ
ないわけじゃないし。例えばね、DPN や
neko が好きなヤツにそういうヤツがいても
いいんだし。
neko：流されるヤツが増えちゃったよね。
KOOL：確固たる芯が無いヤツが多くて、
周りを気にしたりね。セカオワ好きって言
うと変に思われるんじゃないか…とか。
neko：世間的には逆だろうけどね（笑）。
セカオワ嫌いって言ったらハブられちゃう
よ…KOOL さんが好きって言えない（笑）。
KOOL：そこはちょっと見栄をはりました
よ（笑）。俺らみたいにガンガン攻めるロッ
クも良いし、暗いダークな音楽が好きだっ
て良いんだし、別に何が好きだって良いん
だから。俺はロックでしか表現できないけ
ど、根源として音楽が好きなんだよね。
neko：「ウルサイの苦手…」で終わらずに
一度聴いてもらって判断してくれたらね。
KOOL：ジャニーズのファンとかが俺らみ
たいなジャンルのライブに来てくれたら嬉
しいな。俺もいずれはピコピコみたいな音
楽も作ってみたいしね（笑）。
アツキ：そこに KOOL の音楽性があれば…。
neko：それは成長の１つだしね。
KOOL：音楽に１番惹かれた理由ってのは、

正解がないことだから。
アツキ：おぉ、カッコイイ…今のいただき
ました。
KOOL：今のところ、あの〜、文字大きい
ところにしといて（笑）。
neko：「音楽に１番惹かれた理由ってのは、
正解がないところだから」（ドンッ！）
KOOL：この今のやりとりも入れといて。
アツキ：フォント上げてもらいましょう。
KOOL：でも本当そうだと思う。どいつも
こいつも拘りすぎてるんだよ！統計的に良
いと言われてるものだけが正しいみたいな
ところに、「イヤイヤ、ちょっと待て」と
斬り込んでいける存在というか、それをや
れるバンドだと思ったのが DPN なんだよ。
酔っ払っているから気恥ずかしい本音を言
えるんだけど… こういうの大好き（笑）。
neko：それがこの企画だから。
アツキ：その DPN が、初めて neko と対バ
ンしたのが、Tears of Today TOUR 2015

「neko の夏休み」（ねこなつ）でしたが…。
neko：（切り替え）上手いね〜！
KOOL：この上手いタイミングで、1 回ト
イレ行ってくるわ（笑）。
アツキ：そんな「ねこなつ」でしたが…（笑）。
KOOL：ありましたね… 俺はあの時は反省
しかなかったね。いや、あれは…あれがあっ
たから次があったなと。本当はこうじゃねぇ
…と。俺の不甲斐なさが目立った印象だね。
すごい楽しかったんだけど、そればっかり
先行しちゃって。
neko：それまで DPN での活動は結構やっ
てたの？
KOOL：いや、初めてだね。恵大の卒業ラ
イブではボカロとかのカバーだったし。

「俺が危惧してるのは、最近の音楽の新陳代謝が激し
くて。ネットで聴いてカッコイイなって思った曲をな
んだかんだ数日後にはもう聴いてなかったり」（neko）



neko：オリジナルはまだだったんだね。
KOOL：DPN のメンバーが改めてすごいメ
ンツだなと、恵まれてる部分もあるし。こ
のバンドでオリジナルをやりたいって思っ
て、そのきっかけが「ねこなつ」だった。
neko：それ言ってたね。
KOOL：TOT のイベントに出るんだったら
オリジナルやんないとって。そこで作った
オリジナルが良かったんだよ！（笑）
neko：評判良かったね！
KOOL：（TOT は）俺がオーディエンスだっ
たイベントですよ！これ、バンドキッズな
らわかってくれそうだけど、いつかあのス
テージに立ちたい！って思ってたからね。
neko：逆ダイを決めたイベントに（笑）。
KOOL：プレッシャーも感じたけどそれ以
上に楽しかったんだよね！
neko：KABUKIMONO っていうワケのわか
んないバンドもいたし。
KOOL：あれはズルいよ。
アツキ：ワケのわからないなりにもプレッ
シャーは感じてた。
KOOL：あれは良かった。俺はボロボロだっ
たな…そこで得たものを活かしたのが 2 ヶ
月後の横浜での爆音対バンかな。
アツキ：全部持って行かれた！
KOOL：あん時は気合の入りっぷりがヤバ
かった。DPN がトリという采配はどうかと
思ったけど、半分美味しいと思ってた。
neko：あれは良かったよね。

アツキ：ねこなつ、横浜での爆音対バンと
共演が続いたこの 3 組をまた見たいという
声も上がってるみたいで…。
neko：やりたいねー！ KABUKIMONO も
成長？してるだろうし、neko もアルバム
を制作しているから。
KOOL：DPN も精力的に活動するし。
アツキ：これは…またこの 3 組でイベント
の布石と捉えてもよろしいでしょうか…？
neko：…そうやなぁ !!（野太く）
一同：おぉ〜（笑）
KOOL：こういう対バンを重ねてからやる
イベントって濃くなるよね、それぞれのアー
ティストが伝えたいこともあるし。
neko：それぞれのカラーも違ってね。
KOOL：んー、KABUKIMONO はどうか知
らんけどぉ。
一同：（爆笑）
アツキ：いや、真剣にやってますよ！
neko：トーテムポール高橋の目線で言わせ
てもらうと、あんなクソみたいな曲にやた
らリテイク重ねられるから！「ここは気に
入らないなぁ〜」みたいな。
アツキ：真剣にやってますからね（笑）。
neko：真剣に曲作ってるよ（笑）。
KOOL：みんな真剣なんだよね（笑）。オー
ディエンスを楽しませるために。そこはど
んなバンドも共通しているよね。それがな
いバンドは成長しないし、そこにお客さん
が付いてきてくれて初めて大きくなれるか

らさ！それを大事にしているメンツでやる
イベントって、演る側も見る側も得るもの
はかなり大きいと思う。
neko：TOT から 1 番売れて行ったバンドっ
てヒトリエだと思うんだよ。あの音楽性は
色んな層に受け入れられると思うんだけど、
俺らみたいなジャンルからもガッ！といけ
ないかな？って思っていて。
KOOL：ツイッターだったかな？俺が感銘
を受けた言葉があって、neko さんのなん
だけど…。
neko：俺の !?
アツキ：たまに夜帯に深いこと書く（笑）。
KOOL：こういう音楽を知らない人に伝え
たいというか、大衆受けする音楽だけじゃ
満足できないみたいな。
neko：ミスチルとかがすごいのはわかって
るし、セカオワとかもキャッチーじゃん、
すごく好きなんだけど、俺らは曲に高尚な
ことを乗せて歌えないじゃん。ゲスの極み
乙女とかみたいに内省的な曲もできないし。
KOOL：これだけ才能に溢れた人（neko）
がいてなぜ !? って思ってしまうんだよね。
音楽に限ったことじゃないけど…ここで満
を持して、俺が温めてた話をしよう。
neko：お、ついにきた。
KOOL：俺が 20 歳くらいでバンドを辞めて、
10 年間社会人をやって得た一般サラリー
マンの空気感？っていうのを知った上で出
す音楽って、絶対にその層に刺さると思う



んだよ。今の中高生はわかんないけど、葛
藤とかはみんな同じというか、それを乗り
越えるというか、そこに俺の音楽は刺さる
と思っていて。
neko：人間的な成長がね。
KOOL：俺の強みだと思うんだよね。音楽っ
て機械じゃなくて人間が作るものだし、歌っ
て人の心に刺すのはボーカル、その世界観
を完成させるのがバンドだと俺は思う。
アツキ：うわぁ…俺もそんなカッコイイバ
ンドやってみたい…。
一同：（爆笑）
neko：KABUKIMONO は違うね（笑）。刺
すというか…。
KOOL：ごちゃ混ぜにするよね（笑）。でも
それってアイデンティティーだよね。
アツキ：カッコつけたらスベるし。俺が二
人に勝てるのは笑いが取れるところかな…。
KOOL：はよぉ！はよ笑わせぇ !! みたいな

（笑）。俺らを脅かす強さは持ってる（笑）。
neko：ぶっちゃけ演奏力は皆無だけどね、
異常なパワーはあるよね。
KOOL：一体感だよね。
neko：当時はクッソほどヘタクソだった K

（某バンド）も売れたしね。
アツキ：リアルぅ（笑）。
KOOL：そこが音楽の面白さっていうか不
思議なところでさ、今売れてるバンドが必
ずしも初めから良かったわけではないんだ
よね。かと言ってあと 10 年残っていられ
るかもわからないようなシーンだし。
アツキ：10 年続けましょ！ 40 歳まで！
KOOL：俺 40 歳だったら横浜アリーナだな。
正直、年齢的な猶予は冷静な目線では無い
とは思うんだけど、それでも…なんだろう
ね…このまま行けると思うし。
アツキ：みんな思っていることかもしれな
いけど、昨年の自分より今年の自分ってす
ごいと思わない？
KOOL：うん、それは思うね。
neko：音楽に年齢は関係ないよね。売れて
なくてもやればいいんだよ。
アツキ：20 歳くらいでドームとかに出れ
る人もいるけどさ…（カランカラン…箸を
落とす）
neko：俺ずっと見てたけど、服に箸が刺さっ
てたよ（笑）。
アツキ：酔ってます。
KOOL：やっぱ 10 代 20 代の頃の方が焦っ
てた。たぶん今一番焦ってるのは（チラッ）。
neko：俺 !?
KOOL：内面的にというか。でも多分あと
3 年もしたらどうでもよくなるよ（笑）。

アツキ：でも、焦りながらも 2016 年は良
いスタートだったんじゃない？
KOOL：偉そうに言ったけど、なんかハッ
チャケた感はあるからそれをキープして欲
しい。クラウドファンディングもそうだけ
ど、やっぱり俺の中での neko は TOT も
そうだし「歌ってみた」とかでもドン！と
抜けたことをやってくれる印象で。TOT と
いうコミュニティを作って、俺も憧れてる
O-EAST でイベントをやって、MEDY の T
シャツを着ていた知らない男の子と俺は肩
を組んでワーッ !! って（笑）。
アツキ：まだその子いてくれると良いな。
KOOL：そんな空気感のイベントを作れる
neko をね、すごいなぁと思って。誰も知ら
なかったクラウドファンディングにも着手
したりとかね。
neko：結構やっている人はいるんだけどね。
KOOL：まぁ俺の身内ではね！本気度が違
うなって。
アツキ：集まった金額もすごいですから。
KOOL：そこで俺は（当時）29 歳になって

「俺は今なにやってるんだ !?」って思って。
neko：そういう焦りがあった？
KOOL：あった（笑）。なにがやりたいん
だろうなって。あと数年楽しめればいいの
か？って、それとも本気でやってみるか？っ
て考えるキッカケになったのが、neko の
クラウドファンディング。俺にはガン！っ
てきて。やっぱ行動力だなって。
neko：なるほどね（笑）
KOOL：行動に移せないヤツは絶対に大成
はしないし。
neko：そうだね、悩んでいてもしょうがな
いし。
KOOL：そこなのよね、そこを俺は歌にし
て歌っていたのになって…なんか情けなく
なってきて…なんか言いたいことわかる？
一同：うんうん、わかるわかる（笑）。
KOOL：それをさ、人の曲でもなんでも、
俺の代名詞だ！みたいに歌ってる俺が何も
していないっていう、悔しさというか劣等
感というか。
neko：遅れをとってしまったみたいな？
KOOL：だから、すごく感謝をしている。
neko 好きでよかったなって。曇っていたも
のを除いて見せてくれたというか…。
neko：褒めてもポテトしかないよ？
KOOL：このポテトよりマクドナルドの方
が美味いって明日には言ってるよ（笑）。
KOOL：なんか悔しさもあるんだよ、歳下っ
てのもあるし。
neko：やりたいことも似てるし。

KOOL：そういう悔しさは大事だし、一端
を担える立場になれたことも嬉しい。もし
も neko という存在が日和った時に「おい
大将！」ってケツぶっ叩けるようなバンド
に DPN はなりたいよ。え？注文？俺はカル
ピスマスカットサワー。
neko：あ、俺も！
アツキ：カルピスキウイサワー？
neko：俺は今日キウイマンになる！
KOOL：いやー、なんかさ、こういうの恥
ずかしいから普段話さないよね（笑）。
neko：俺もそういう仲間が欲しかったから。
KOOL：腹をわって話せる人がいないと人
間しぼんじゃうからさ、全部さらけ出せる
人がどこかにいると、よしやろう！って
思えるんだな…って俺は 30 歳になってわ
かったよ（笑）。
neko：なるほどね（笑）。
KOOL：あ、俺は 2016 脱サラ計画を考え
てるよ！やっぱ音楽やっていきたいよ。い
つ死ぬかわかんねーんだもん。
neko：それで死んだっていいよね、究極。
KOOL：30 歳近くになると同い年くらいの
人が急に死んじゃったりもするし、なんか
哲学的なことを言ってもいいかい？
neko：お？いいぞー。
KOOL：まぁ命は限りあるものだとして
……フフフ…ハハハハ（笑）。
neko：仮定法だからね、いきなりね。
KOOL：でも、その一生を全うしたと言え
るような人生が送れた人ってどれだけいる
んだろうなって…。
店員（名札：こうちゃん）：失礼しまーす！
カルピスマスカットサワーです !!
アツキ：カルピスおいしいですねぇ。
neko：おい、こうちゃん困ってるだろ !!
KOOL：こっち（neko）もこうちゃんだよ
ね？
neko：名前はなんですか？こう〜？
店員（こうちゃん）：こうすけです（笑）。
KOOL：え !! 苗字は !?
店員（こうすけ）：●●です（笑）。
一同：うわぁあ !! 惜しい !! 一文字違い（笑）。
neko：命に限りが…って話が急に終わった



けど（笑）。
KOOL：ロックバンドの何が良いって、今
話していたことがブッ飛ぶってことだよね

（笑）。どうせ明日覚えてないし
アツキ：大事なのは一瞬一瞬。
KOOL：そう！それだ！生き急ぐことの何
が悪いんだって！いいじゃん！
neko：カート・コバーンになりたい的な。
アツキ：今年死にたいみたいな。
neko：俺もあるよ。
アツキ：でも今死んでも大したこと出来て
ないし。
KOOL：長生きはしたくないけど、生き急
ぐしかないって意識はあるし。無駄に生き
急ぎたくはないけどね
neko：うん。
KOOL：どんだけ脂がのった時期に自分が
やりたいことをやれたかって言う密度に拘
りたいね。それで 50 歳とかで死んでもい
いし、死ぬ時にもっとやりてぇ！って思う
かもしれないけどね。
neko：後悔はしたくないよね。
KOOL：いろんなアーティストが歌ってき
たけど、「後悔はしたくない」って。そのま
まダラダラ生きてていいのかって投げかけ
られてるような気がして。
neko：そこで何かやるか、やらないかと。
KOOL：俺はそこで、やろうって手を出し
始めたのが昨年の夏で。
neko：ねこなつ？
KOOL：キリもよく 30 歳になって、その
歳でなにやってんの？って言われることも
あるけど。
neko：そんなの関係ないよね。
KOOL：いやいや、見とけよ！って。
neko：セカオワ好きだけど、文句ある？っ
てのと一緒で。
KOOL：そうそう！通じるよね。
アツキ：酔っ払って結局セカオワどんどん
良いバンドになってるじゃん（笑）。
KOOL：あんだけ序盤にね（笑）。伏線回収？
neko：最終的に味方になってくれるみたい
な（笑）。
アツキ：プレステの RPG だともう DISC3

くらいでしょ…。
neko：みんなわかんないよ！
KOOL：FF みたいになってる！
neko：俺もさ、自分の話になっちゃうけど、
死にたくないって話あったけど、俺は別に
良いと思っていて。
アツキ：え、まじで !?
neko：俺は毎年やりたいことやって後悔し
ないようにしていて。
KOOL：それについてきてくれる人と、実
績があるからね。
neko：実績はないけど…。
KOOL：いや、実績だと思う！ neko が金な
いけど EAST とかでデカいことやりたいっ
て言うなら俺は自腹切ってでも出るよ！
アツキ：金がなかったらおばあちゃんに…。
KOOL：おばあちゃんゴメンやっちゃっ
たーって。
neko：EAST でライブやーりたいみたいな。
一同：おばああちゃああああん（爆笑）
KOOL：KABUKIMONO は毎回そういうブッ
コミを期待してる（笑）。
アツキ：この前はフレテの主催でやって来
ましたね。まぁお客さんポカーンだけど。
KOOL：俺も歌詞とかは結構イベントで変
えたりするんだけど、まぁ誰もピンと来て
ないよね。
アツキ：せっかくやったのに（笑）。
KOOL：一番ウケたのは un:KOOL だった。

「un:c さんがいちばんすごい〜！」って
（笑）。
一同：（爆笑）
アツキ：あんなにイベント頑張ったじゃな
い！俺はわかるよ！一緒に制作したし（笑）。
ここ 3 人とも頑張ったよ！
KOOL：本当にお世話になりました（笑）。
楽しかったね。un:KOOL で得たことも多
かった。イベントのやり方とか。ライブイ
ベントってお客さんのためにやるものだし、
そこで俺たちの気持ちが伝わればなって。
neko：それこそ昔 TOT を AX でやった時
に隈ちゃんに言われたけどさ、GERO ファ
ンとは層が違うし、岸田教団のファンもだ
けど、そういう色んなファンが集まってみ
んな笑顔でそれぞれのバンドを楽しんでて。
それを見て感動したって。そういうイベン
ト作りを目指してたんだねって。そういう
ので言えば、昔あったじゃん、クソみたい
なイベントが（笑）。覚えてる？代々木でやっ
たやつ。
アツキ：…残念ながら俺がブッキングした
イベントだね（笑）。
neko：アイドルとかアニソンと対バンして

（笑）。「お前らサイリウム持ってんなら振れ
よ！俺の曲でヲタ芸打ってみろよ！」って

（笑）そうしたら初見だったろうにみんなガ
ンガン振ってくれて！
KOOL：そういうところだよね。もう今度
のライブ（1/10）の MC でも言おうと思っ
てたことだけど…。
neko：これが出る頃にはもう終わってるか
ら大丈夫！
KOOL：音楽そのものの根源的な楽しみ方
を知ってほしいなって。アクター側はそれ
を求めてると思うから。曲よく知らないか
らいいや…じゃなくて、音楽を聴いてたら
自然とノっちゃうみたいな。
neko：たまに推しの人以外では絶対ノらな
いみたいなのあるよね。それは別に不貞な
ことではないんだからさ。
アツキ：「裏切り」じゃないんだしね。
neko：好きだな？って思ったらノって良い
んだし。
KOOL：そういう人たちは来るなってわけ
ではないし、入りにくいな？っていう垣根
をなくしたい。俺がライブで表現したいの
はそこ！
neko：俺らも揺れる曲をやってるから、身
体だけでも揺らしてくれたら良いなって。
KOOL：そんな小節ごとにリズムが変わる
わけじゃないし（笑）わかんないところは
なんとなくで良いんだよ！あ、ここ楽しい
かも？って思えるところで楽しめればね。
それがライブハウスだと思うから。
neko：その場にいるんだからね、みんな仲
間だよ。
KOOL：そそそそそそ、そうそうそうそう !!
それ !!
一同：（爆笑）
KOOL：誰のファンでも関係ないんだよな
〜、それでヤイヤイ言うヤツがいたら俺が
MC で叩きのめす。
アツキ：発言の切れ味は、流石ですから。
neko：俺は MC では自然体だからそういう
こと言わないからね。
店員（こうちゃん）：失礼します！こちらキ
ウイカルピスサワーです！
neko：ありがとう！こうちゃん !!
KOOL：俺が目指す究極系ってそこ。
neko：人のことは気にせずに、伝えたいこ
とをね。
KOOL：自分がやっている音楽が伝染的に
拡がってね。一種の宗教というかカリスマ
性というかね。俺はわかってたよ。昔から
俺はそれを見抜いていたからね。彼（neko）
は気づいてなかったみたいだけど（笑）。



一同：（爆笑）
neko：なにか言いだしましたけど（笑）。
KOOL：俺はね、neko さんにね、カリスマ
性を感じてましたよ…3 つ下だよ！ 3 つ下
に「さん」付けだよ（笑）。考えれないよ！
neko：たしかに。
KOOL：これが俺の最大限のリスペクトだ
よ！歳とってわかったけど、年齢じゃない
ね。密度だよね、人生の。それぞれ背負っ
て来ているものがあるんだ。ヘラヘラして
いるヤツにはガーン！（拳）だよ、Ａ（某
歌い手）とかね！
neko：今日伏字が多すぎでしょ！
アツキ：もう金払って文字起こし外注した
いよぉ〜（笑）。
neko：長すぎるよぉ〜でも良いこと言って
るよ！
KOOL：結構良いこと言ってるよ！明日に
はもう全然まともに話せない（笑）。
アツキ：え、今から歌も録るんでしょ？
KOOL：フハハハハハ !!!!
アツキ：これも盛り込もうか（笑）。
neko：盛り込もう（笑）。
KOOL：今日はね、もう改めてリスペクト
ですよ。俺の頭の中にあった鼻歌程度の材
料を元に、俺の想定＋αのメッチャカッコ
イイ曲を作ってもらいましてね…。
neko：俺もすごいと思ったよ。頭の中に曲
があるんだし、B メロとか最初どうなるん
だろう？って思ってたけど作って聴いてみ
たら良くてね。
KOOL：アウトプットする能力がアーティ
ストとして著しく欠如してて…でもやらな
いと身につかない。自分に言い聞かせてる。
今の時代すぐ諦めちゃう人種が多いから。
neko：やってみよう！がないからね。
KOOL：いくらでも伸びたはずの可能性を
全部潰しちゃう子が多い時代でしょ。これ
今すごく良いこと言ってるよ。超酔っ払っ
てるけど（笑）。
neko：小学生から俺はカセットテープの 4
トラックのさ…それを弄って。
KOOL：懐かしい !!
neko：それから中学受験に合格して、頑張っ
たな！って親父にハードディスクの MTR
を買ってもらって曲を頑張って作った。
アツキ：はぁ !? 俺なんて中学受験のご褒美
は「鬼武者」だったぞ !!
一同：（爆笑）
neko：んで、高校入ったらパソコンで曲が
リアルな音で曲を作れるようになって、小
遣い貯めて色々と買ったりね。やらないと
損だよね。

KOOL：やらないとね…いや、もう今日の
僕そのものですよ…本当に、本当にありが
とうございます…。
neko：30 歳からでも遅くないからね！
KOOL：あー !! 俺、言いたかったこと言っ
て良い !? 俺の大好きなアーティストの…。
一同：（爆笑）
アツキ：まだ喋る !? もう文字数すごいよ！
neko：もうこのまま音声アップで良いん
じゃねぇ（笑）。
KOOL：最近はステージングやファッショ
ンや、影響されすぎ！って言われてるけど。
アツキ：ツイッターとかでもね？
KOOL：まぁ〜好きですよ！うん…無限大
さん（UVERworld Vo.TAKUYA ∞）。
一同：（爆笑）
アツキ：いや、似てるって言われるだけす
ごい !! 対比されるだけね、すごいよ !!
neko：だってアツキなんて一度も hyde に
似てるなんて言われたことないから !!
一同：（爆笑）
アツキ：羨ましいわ !! 俺 hyde っぽいなん
て誰からも言われたことないわ !!
neko：好きなアーティストに似てるって言
われるなんて光栄だよね（笑）。
アツキ：たとえ hyde が 80 キロになって
も俺じゃないでしょ !?
KOOL：（悶絶）って俺のところ入れといて！
neko：言っても、KOOL ニキ的に「似てい
る」と言われることがあんまりなの？
KOOL：言うほどね、言うほど見ているわ
けじゃないし、真似しているつもりもない
んだよ。好きだけどね？でもそれだけ似て

いるって言われるってことは、それだけあ
の人が思っているところと俺の思っている
ところが近いのかなって。
neko：原動力的な部分とか？
KOOL：言っていることや、伝えたいこと
とかね、そうなのかも。最初は UVER は好
きじゃなかったんだけど。
アツキ：えー！意外！
KOOL：バンドでは SIAM SHADE が好き
で、UVER は最初ボーカルのワンマンバン
ドかな？って思っていたくらいで。それが
たまたま見たライブで、メンバーへの愛だっ
たりをすごくね、表現していて。バンドと
して一個体で音楽を奏でて拡散していく姿
にね、衝撃を受けて。そこからガンガン煽
るようなライブを好きになって。ちょっと
影響は受けたかな？とは思うけど…ファッ
ションまで似たって言われるのはチョット
いただけなかったけども（笑）。
アツキ：いいじゃないっすか !! ファッショ
ンが真似できるから…俺なんて（hyde）真
似したらマツコ・デラックスだよ。
neko：やりたくてもね（笑）。
KOOL：（悶絶＆被っていた帽子も吹っ飛ぶ）
アツキ：帽子吹っ飛んじゃった！
KOOL：それも記事にしといて（笑）ちょ、
トイレ行ってくる（笑）。
neko：長いなぁ…今日の対談は…（笑）。

（KOOL ニキ、トイレからほくそ笑みながら
帰ってくる）
neko：え、どうした？どうした？
KOOL：引き戸の扉、ずっと押してた。
neko：酔ってる酔ってる（笑）。

第３回に続く。





neko in recording studio
2016年１月下旬、都内某スタジオ。nekoは連日スタジオに泊まり込み、
集中的に5thアルバムのレコーディングに臨んでいた。バンドメンバーと
ディスカッションを繰り返しながら、細部までこだわり抜き、楽曲が構築
されていく。次号では、メンバー全員にインタヴューを敢行する。
撮影／ルシュカ、編集部





Super Multi Creator

neko
よみうりランド結構楽しかったよ。また行きます（フラグ）それはそうとレコス
タなう。次号は neko バンドメンバーからのインタビューなどなど、です。メンバー
が何話したか知らないので戦々恐々。多分俺の陰口だろう。
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Friend

アツキ
モンハン X やっぱり買っちゃいました。ゲームなんかやってる場合か？と思って
いましたが、プレイ時間を捻出するために仕事のスピードが上がる上がる！　人
間って都合のいいように出来ているんだなぁ…（ハナホジ

Photographer

かのん
仲のいい人から粗末に扱われるとちょおまえら〜〜やめろよ〜〜〜〜！（悦）っ
てなるからやっぱりわたしは M なんだと思いました。しかし褒められて伸びるタ
イプです。人間だもの。　かのを
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特集１……ねこ飲み

特集２……neko バンドインタヴュー

特集３……KABUKIMONO 徹底解剖！

and more!
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Scrap! Vol.02 号では、皆さんからのお便り（内
容 不 問 ）、「 し ろ く ろ さ ん に こ れ を や っ て ほ し
い！」なんてリクエストなどなど、随時受け付け
てます！　オフィシャルメールアドレス（scrap@
tearsoftoday.com） ま た は Twitter（@scrap_
magazine）までよろしくどうぞ！

 Dosukoi

しろくろ
KOOL さんと乗った謎の動物の車が、まさか 100 円を入れると同時に動くとは
思ってなかったので落ちかけました。訴訟。

雑用

Y
社長宅で編集作業をおこなった際、そこにいたしろくろ先生が死んだ魚の目をし
てモンハンに没頭していたのが１月のハイライトでした。

Special Thanks

KOOL ／ルシュカ
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