
Maria’s Cafe（第1回） 台本

M. フューチャーアーティスト：MARIA.
D. ゲスト：DAIJIRO
G. 飛び入りゲスト：DJ G.
P. 司会：ホリムベイ
Z. ZOOM出演：ゼン（サイバーババ）

カメラ1（FIX）：司会
カメラ2（FIX）：フューチャーアーテイスト＋ゲスト
カメラ3（ルース）：フューチャーアーティスト中心に寄りめ
カメラ４（FIX-GoPro）：司会＋フューチャーアーテイスト＋ゲスト
カメラ５（FIX-GoPro）：スタジオ全体やや俯瞰、一番引き

◆オープニング
カウントダウン、タイトルバック＋オープニンテーマスタート

★カメラ５→１

P. みなさんこんにちは！　秋も深まる今日この頃、みなさん元気にお過ごし
でしょうか？
突然はじまりましたこの番組、Festival Trip on Air Maria’s Cafe
わたくし急遽、司会の代行をさせていただくことになりましたホリムベイと
申します、よろしくお願いいたします！

ちょっとだけ自己紹介をさせていただきますと、わたくし下北沢の気流舎と
いう対抗文化書店の共同経営をしていまして、パーティー好き、サウナ好
き、山好き、そして見ての通りの変態でごさいます♪

さて、突然はじまったわけですから、見ている皆さんもよくわからないまま
見ていると思いますので、ちょっとここでこの番組について簡単に説明させ
ていただきます

まず、ご存知ない人もたくさんいると思いますが、Fesitval Tripという”旅と
音楽カルチャー”を紹介していくウェブサイトがありまして、サイト開設から
3年半くらい経つわけです。この3年半の間に、国内はもちろん海外のパーテ
ィーやフェスティバルの情報、パーティーレポートなんかをいろいろと掲載
したり、YouTubeチャンネルで動画を公開したりしてきたわけですが、ここ
でちょっとね、もっとアーティストにフォーカスして、アーティスト自身の



ことを掘り下げたい、もっとよく知りたいと、そういう思いが募ってこの番
組がはじまったわけです。

具体的に言いますと、毎回1人、Festival Tripがイチ押しする旬なアーティス
トをフューチャーアーティストとしてお招きして紹介するわけですが、番組
としてはこんな風に5つのパートに分かれているわけです。

★フリップ①見せる（カメラ3でフリップ抜く）

P. ざっくり言いますと、最初と、真ん中と、最後にDJタイムがあります。
ま、ミュージシャンですからね、じっくりと選曲を聴かせていただきます。

で、そのDJタイムのあいだあいだに、この番組の肝であるトークタイムが2回
あって、その日のフューチャーアーティストを紹介するわけですが、まず前
半のトークではミュージシャンですから、音楽の話を中心にいろいろとお話
ししてもらおうと思っています。聞きたいこといろいろありますよね？　ま
ずどうしてDJはじめたの？　とか、家ではどんな音楽聴いてるの？　とか。
いろいろあると思います。

後半のトークでは、今度は逆に音楽以外の、いうなればそのアーティストの
人間としての魅力の部分をいろいろと掘り下げていければなぁと、そういう
内容になっているわけです。
そもそもちょっと勘違いしている人もいるかも知れないんですが、ミュージ
シャンていうのは音楽だけをやってるわけじゃないんです。むしろ音楽をや
ってる時間というのは生活の中の一部分で、その他もろもろの雑多な時間と
いうのがアーティストそのものを作り出しているわけなんです！

例えばファッション。どんな服が好きなの？　いっつもどんなところで買い
物してるの？　とか。食べ物は？　どんなものが好きなの？　好きな映画
は？　好きな漫画は？　犬派？猫派？　とか。いやいや、そもそもどんな子
供時代を過ごしてきたの？　とか、学生の頃はどんな感じだったの？　と
か。こっちの方もいろいろと聞いてみたいことがあるじゃないですか。

Festival Tripというのは音楽専門サイトではないんです。旅とカルチャーなん
です。カルチャーっていうのは人そのものですから、あるいは旅っていうの
は人生そのものですから、Festival Tripがはじめた番組としては、音楽的な側
面と人間的な側面、その両面を含めてアーティストそのものをフューチャー
していくと、そういう内容になっているわけです。

★カメラ1



P. ちょっと前置きが長くなってしまったので、ここで早速なんですが、第1回
目のフューチャーアーティストを呼んでみたいと思います！

記念すべき第1回目ですから。。。もしかしたらこの第1回目だけで終わって
しまうこともあり得るわけですから、もう１番知りたいアーティストを、日
本全国で見ているみなさんが納得するセレクトを一発目に持ってきました！　
紹介します、パーティー界の天使ちゃんこと、DJのMARIA.ちゃんです、どう
ぞ！

★MARIA.入場、拍手 → Pの下手隣へ　（カメラ５→１）

M. （Pとカメラに向けて）どうも、こんにちは～

P. どうも初めまして、司会のホリムベイと申します、忙しいところ本当によ
く来てくれました！

（司会予定だったゼンのことに触れるなど軽く2人のやりとりあって）

P.　Festival Tripの読者ならもう当然マリアちゃんのことはよく知ってると思
いますし、そうでない人もご存知だとは思うんですが、一応ちょっとだけ、
マリアちゃんのことを紹介させていただきたいと思います

テクノ界の異端と呼ばれるLiquid Drop Groove、LDGに所属する女性アーティ
ストで、マリアちゃん自身もRelativeというパーティーをオーガナイズしてい
るんですよね！

M.　そうなんです

P.　ま、このあといろいろとマリアちゃんについては詳しく聞いていきたい
と思いますので、なにせ今日は3時間、全部マリアちゃんスペシャルですか
ら。全国のマリアちゃんファンの中にはこの癒しのオーラを渇望するあま
り、中毒症状、通称”天使ちゃん切れ”という症状を起こしている人たちも各
地に存在しているとの噂ですが、ご安心ください。音楽も映像も、今日はも
う視聴者のみなさんにたっぷりと満喫していただきます。ということで、ま
ずはマリアちゃんによるオープニングDJセットを聴かせていただきたいと思
います。マリアちゃん、よろしいでしょうか？

M.  はい、よろしくお願いします

P. では早速ブースの方に移動していただきましょう！　よろしくお願いしま
す！



★MARIA. DJブースに移動してフレームアウト

P. （ひとり言のように）いや～～～、リアルマリアちゃんはほんっとに可愛
いなぁ。もう、オーラが違う、この辺の空気がキラキラしてるから
（文字のみここまで6分）

★DJブースカメラ

◆オープニングDJセット（30分）

★カメラ１

P. （拍手しながら）はい、マリアちゃんお疲れ様でした～

★MARIA. DJブースから戻りフレームイン

（PとMとでDJセットの感想などを少々やりとりして）
P. ではここからセカンドパートに入りたいと思います。セカンドパートでは
マリアちゃんのアーティストとして、DJとしての側面にフォーカスして掘り
下げていきたいと思います。ではマリアちゃん、どうぞそちらにお座りくだ
さい

★MARIA. フューチャーアーティスト席に座る

◆トークパート（前半）

P. さて、このセカンドパートからはフューチャーアーティストのことをよく
知るゲストの方を迎えて進めていきたいと思います。
早速お呼びしましょう、今回のゲストの方はこちらです！

★ゲストDAIJIRO入場　→ Pの下手隣へ　（MARIA.も起立し拍手で迎える）

P. はい、今回のゲストはデジタルブロックのDAIJIROさんです、どうぞよろし



くお願いします

D. よろしくお願いします

P. ではどうぞゲスト席の方へお座りいただいて……、せっかくなのでマリア
ちゃんの方から紹介していただきましょうか

★（ゲスト、MARIA. 着席し）カメラ２

M. はい！　DAIJIROさんは……（ゲストの紹介をしつつ3人でやりとり）

P.  いつごろどんなきっかけで マリアちゃんと出会ったんですか？ 

D. 3年前の R Lounge での PHAZE のパーティーですね。MARIA ちゃんの次
に DJ をやりました。 （フライヤーを小さくインサート）

P. 初めてはどんな印象でした？

D. 交代して MIX しようと思ったら、曲がループしてあって、なんて気の利く 
DJ なんだと ｗ おかげでゆっくり準備できました笑 DJ ももちろんかっこよ
かったです^^ 

★カメラ３

P. では、はじめにマリアちゃんのDJ歴というか、これまでの活動歴を簡単に
振り返ってみたいと思います。

★フリップ② 見せる　（カメラ１フリップ抜く）

P. （フリップを見ながらMARIA. の略歴を説明し）、と、まあこんな感じで
着々とアーティストとしてのキャリアを積み重ねてきているわけです。直近
で大きめのものでいうと8月に開催されたLDGのアニバーサリーパーティーで
もプレイしていたわけですが、そのときの映像がありますので、ちょっとそ
れを見てみまたいと思うんですが、ちょっとその前に！　なんと！　第1回め
のMaria’ｓCafeになんと！　嬉しいな～～～という感じで飛び入りゲストが
来てくれています！　では早速入ってきていただきましょう、DJ.Gです！！　
★カメラ3と1

★DJ.G入場（カメラ5→３）

4人で互いに挨拶など、G自己紹介



P. DJ G.さんもLDGの4周年にはランナップされてたんですよね？

G. そうですね。マリアちゃんは3日目のオープニングで僕は2日目のオープニ
ングだったんですよ

P. なるほど、ではまずは映像をちょっと観てみましょう。

★LDGのMAIRA.映像流す（1分）

P. はい、こんな感じでマリアちゃんもプレイしていたわけなんですが、この
映像はFestival TripのYouTubeチャンネルでほぼ全尺2時間近い映像で公開さ
れているので、マリアちゃんのMIXも超カッコいいので皆さんもぜひ最初か
ら最後まで見て、聴いて、楽しんでもらいたいんですが……、この動画ぼく
はじめ見たとき、オープニングに変なおじさんみたいのが映ってて、あれ？
マリアちゃんってもしかして男!?と驚いたんですが、あれ、PAの三浦さんだ
ったんですね（笑）！

このLDGのパーティーは8月8日から10日までの3日間開催されていたんです
が、さきほどGからも話があった通り、マリアちゃんがプレイしたのは3日目
のオープニング、朝9時から11時までの2時間セットだったんですよね？

M. そうなんです、（当日のプレイについて、PはDとGにときどき話を振りつ
つMARIA.を中心に4人で談笑。GもオープニングだったのでオープイングDJ
の難しさや楽しさなども）

P. このパーティーはLDGのアニバーサリー、レーベルパーティーだったわけ
ですから、マリアちゃんもLDGのアーティストとして準備なんかも含めてい
ろいろと大変だったんじゃないですか？

M. そうですね、受付の話（PはDとGにときどき話を振りつつMARIA.を中心
に4人で談笑）

P. ではちょっとゲストの方にもいろいろと話を伺いたいんですが、まず初め
に説明しておくと、この番組でいろいろと聞き出したフューチャーアーティ
ストの情報というのは、Festival Tripのサイト内に新設されるDJpediaという
コーナーに記事として掲載されることになります。（★フリップ③）DJpedia
というのは、要するにWikipediaのDJ特化版というかパクリというか、簡単
に言えば特定のアーティストを詳しく紹介するページなんですが、番組の冒
頭でも話したように、ディスコグラフィー的なアーティストとしての側面だけ



ではなく、人間そのものの魅力を多方面に渡って紹介する予定なんです。た
だ、まだ実際には存在しないページですから、ページの中身がどんなものに
なるかはこの番組次第、言い換えればここにいるマリアちゃんとDAIJIROさ
ん次第ということにもなりますので、どうかそのあたりを理解したうえでい
ろいろと貴重な話をしてもらえればな、と思っています。（1分）

P. さて、マリアちゃんのDJ歴については先ほどフリップで紹介した通りなん
ですが、まずそもそもいつ頃どんなきっかけでパーティーに行きはじめるよ
うになったんですか？

M.（13歳の頃に大阪梅田を歩いていたら可愛いぎゃるのお姉さんがパーティ
ーのキャッチをしていて、右も左も分からないままその場でチケットを購入
し後日友達と行きました。それが、サイバートランス、ユーロビートでパラ
パラを踊ってそのあとみんなで踊ったりするパーティーでした。この過去を
最近までは隠していました。笑）
　　↓
他の3人は　「え！サイバートランス？　パラパラ！？　しかも隠してたんか
ーい！　でも１３歳っていったらまだ小学生か中学なりたてじゃん！」　的
なリアクションでトーク膨らます。
　
M.  （だんだん友達が一緒に行ってくれなくなり、そのパーティーに一人でい
くようになりました。知らない間にギャルサーに入っていました笑　）　
　　　↓
「でた！　ギャルサー！！　マジで？　マリアちゃんがギャルサーとか想像
つかないんだけど！いやいやでも意外と似合うよ♪  」的なリアクションでト
ーク掘り下げ。

P. 最初からかなり衝撃的な事実が出てきてるんですけど、そのギャルサー時
代からどんなきっかけでDJをはじめるようになったんですか？

M.（16か17くらいに行った大阪でサマソニのMIDNIGHT SONICに出演した
フランスのjusticeがやばすぎて衝撃受けまくりました。最前線にいました
ね。なんやこの音楽は！！！的な感じでした。あとは、gary beckがめっちゃ
好きでした。会いにいったりしました。17歳くらいにbarでdj教えます的な
barに行って一回タンテで教えてもらったけど、全然分からんくてやめて、２
０歳の時に本格的に始めました。wombに行きまくってて、○○さんにDJや
ればいいじゃんって言われてなんとなくやってみました）



P. wombということはもうその頃には東京に出てきてたんですか？

M. そうですね、19歳で東京に出てきました。

P. 東京は大阪と比べてどう感じました？　その頃のwombてどんなパーティ
ーをやってたんですか？

M. 答え、Dは横浜はこんな感じだったとかGはその頃俺はなにやってたとか
トーク。PはDとGにもそれぞれいつ頃からどんなきっかけでDJをはじめたの
か聞く

P. では20歳でDJをはじめてからかれこれ6年？とかになると思うんですけ
ど、その間にどんな変化がありました？

M. （色んなところでdjさせていただき自分の中でもすごい変わりました。自
分が歳をとって大人になったのもあるし、昔より音楽に向き合えているなと
思います）←もうちょっと掘り下げて。DとGもマリアの変化について自分の
意見述べる

P.  （前の話をまとめて）ふーん、じゃあDJするときに何か気をつけてること
ってあります？

M. （自分が一番楽しむ事！人が少なくてもその場に入り人を楽しませる事で
すね！）の流れから（2018のZIPANGでのプレイはめっちゃ記憶に残ってい
ます。人生２回目の野外でめっちゃ緊張してて、最初は人が少なかったのに
最後にはパンパンになってて音に入り込んでいる人とかめっちゃ踊ってる人
とか友達の顔とかみんなが見えてもう胸が一杯でした）

P.  2018年のZIPANGですか！　僕も参加しましたよ。この年は梅雨明けが早
くて、ZIPANGが開催された6月30日の直前に梅雨が明けて当日は夏スター
ト！って感じの凄いいい天気でしたよね。ZIPANGはDAIJIROさんも毎年ライ
ンナップされてますよね

D. そうですね

G. ていうかちょっと待ってよ、俺だってZIPANGは1年目から毎年ラインナ
ップされてるから！

★4人でZIPANGの話をちょっとして………

P. ではちょっとそのZIPANG2018でのマリアちゃんの映像を見てみましょう



か。あるんですよね、ちゃんと映像が。Festival Tripですから♪ いまマリアち
ゃんのDJ映像についてはFestival Tripが世界中で一番たくさん映像を持ってま
すよ！

★映像流れる

P. いやー、これ2018年ということは今から2年前ですけど、なんか初々しい
感じですね。この2年で雰囲気がだいぶ大人っぽくなったというか、セレブ感
も増して来てますよね！
DAIJIROさんは確かこのときJUNGLEフロアでマリアちゃんのプレイを聴い
ていたと思うんですが、どんな印象でしたか？

D. （感想答える）

G. （感想答える）

★時間が少なくなってきたら１問１答で進める

P. DJとはどんな役割だと思いますか、どんな目的（理由）でDJ活動を続けて
いますか？

M. やっぱりDjやってる時とその景色がめちゃくちゃ好きなのと、私のdjを聞
いてくれてる最高の音楽好きにトランスして欲しいと思ってます。

P. 最近はトラックメイキングもしていますが、DJとの違いを教えてください

M. 難しい。。笑　djも何年もかけて成長したから今は成長期やと思い勉強中
です！

P アーティストとしての自分の特徴はどんなことだと考えていますか？

M. 踊れる　かなぁ笑　全然分からないです！笑

P. 今後、どのようなアーティストになりたいと思っていますか？

M. 私のプレイは絶対聴きたい！って思ってもらえるようなアーティスト。あ
とかっこいいトラックをいっぱい産みたい！ 音楽で旅がしたいです。でも子
供がもう少し成長してからかな～

P. では最後に、これからDJになりたいと思っている若い女のコたちにアドバ
イスはありますか？

M. もっと少子化が進んで、今後のパーティーシーンがどうなるのか不安で



す、一緒に盛り上げませんかーーーーー！！！です笑

P. はい、とうことでトークタイムの前半はMARIA.のアーティスト面に焦点を
あてて紹介していきました。このあとは、フューチャーアーティストMARIA.
とゲストアーティストDAIJIROとのB2B DJセッションになります！

★（カメラ１→５でジングル入る）

◆ホリムベイの対抗書紹介コーナー（2分）

P. はい、DJセッションの準備をしている間にわたくホリムベイのショートコ
ーナー「〇〇」をお送りします。

P. （ショートコーナーをまとめて）ではお待ちかね、MARIA.とDAJIROによ
るB2B DJセッションです！
　　　
　　　↓

◆BtoB DJパート（40分）

　　　↓

◆トークパート（後半）
P. （拍手をしつつ）いやー、楽しい時間だったなー、みなさんどうもお疲れ
さまでした！

★（3人を迎え入れる、3人フレームイン、4人でセッションの感想などトーク
をして）

P. はい、ではここからはトークパートの後半、これからはマリアちゃんのア
ーティスト以外の側面について焦点をあてて進めていきたいと思います。
で、ここからはところどころで皆さんにクイズを出してきますので、よーく



話を聞いて正解を目指してもらいたいと思います
ではまず、マリアちゃんの生まれた場所、育った環境について教えてくださ
い

M. （大阪で生まれた女です！w　→さらにどんな地域で、その地域はどんな
特徴があるのか、大阪に詳しい出演者は知っている大阪ネタを差し挟みつ
つ）

P.  マリアちゃんは幸せファミリーとしても知られているんですが、いまは旦
那さんとお子さんが1人いるんですよね？　で、ご結婚される前、実家での家
族構成についてお聞きしたいと思いますが、ここで第１問目のクイズです！
1問目はシンプルな内容ですね、はいこちら！（フリップ④）マリアちゃんは
何人兄弟の、何人目の子供として育ったでしょうか？　●人兄弟の●人目と、
数字でお答えください。はい、どうぞ！

★リアクション、シンキング、DとGはホワイトボードに答え、どうしてそう
思ったかなどを聞きつつ

P. はい、正解はこちらです！

★リアクション

M. （家族についてのトーク、大阪でdjするときは家族みんな来てくれたりす
ることもありました！笑
従姉妹も！笑　しかも盛り上げてくれるとゆう、最高な家族です！）

P. なるほど……。でマリアちゃんはどんな感じの子供だったんですか？

M. （答える、めっちゃあんたは姫や！とか言われるくらい甘やかされすぎ
て……おばあちゃんがdjのことをデージエエーーゆうことですね）

D. ぼくちょっとマリアちゃんに聞いてみたいんだけど、結婚してお子さんも
まだ小さいじゃないですか？　DJ活動と家庭とのバランスってどうやってと
ってるのかなー？と

M. （答える）

P. でこの後、中学生時代からはトーク前半に出てきたギャルサー時代がはじ
まるわけですねww  高校時代はどんな過ごし方をしてだんですか？

M. （高校生は落ち着いてましたね笑サークルもやめて、てかやめさせられた



笑、友達と楽しく過ごしていました　←　やめさせられた理由はNG

P. （まとめて……）なるほど、で、高校を卒業してからはどのような？

M. （バイトしながらアパレル店員になりました。←バイトの内容追加して、
→アパレルで働いてたマネージャーに東京行きなよって言われたのがきっか
けで１９歳で東京に越してきました。もともと海外旅行にもハマり出してい
たので、めっちゃ貯金してたので速攻行こうと決めました。）

P. 海外旅行にもハマってだんですね？　初めて行ったのはどこだったんです
か？

M. （海外旅行の話追加）

P. で、19歳でひとりで東京に出てきて20歳くらいから本格的にDJ活動もはじ
めるようになったと。いま現在はDJ以外にお仕事はどんなことをしているん
ですか？

M. （レコード屋で働いています。今は育休中ですが　←Faceレコードについ
て説明、https://facerecords.com/blog/
2018/05/5-15%E3%80%8C%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%A7%E6
%9C%80%E3%82%82%E8%A8%AA%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%8
1%BF%E3%81%9F%E3%81%84%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%
BC%E3%83%89%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97-
top-10.html　）

P. （まとめて……）ではここからは1問1答式で答えください
血液型、星座はなんですか？

M. A型、牡牛座です

P. 好きな映画、本、漫画などあれば教えてください

M. Into the wild、Yesman 笑

P. 音楽以外の趣味や得意なことがあれば教えてください

M. キャンプ、アウトドアです

P. どんな食べ物が好きですか？

M. チーズ

https://facerecords.com/blog/2018/05/5-15%E3%80%8C%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%A7%E6%9C%80%E3%82%82%E8%A8%AA%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%9F%E3%81%84%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97-top-10.html
https://facerecords.com/blog/2018/05/5-15%E3%80%8C%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%A7%E6%9C%80%E3%82%82%E8%A8%AA%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%9F%E3%81%84%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97-top-10.html
https://facerecords.com/blog/2018/05/5-15%E3%80%8C%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%A7%E6%9C%80%E3%82%82%E8%A8%AA%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%9F%E3%81%84%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97-top-10.html
https://facerecords.com/blog/2018/05/5-15%E3%80%8C%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%A7%E6%9C%80%E3%82%82%E8%A8%AA%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%9F%E3%81%84%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97-top-10.html
https://facerecords.com/blog/2018/05/5-15%E3%80%8C%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%A7%E6%9C%80%E3%82%82%E8%A8%AA%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%9F%E3%81%84%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97-top-10.html
https://facerecords.com/blog/2018/05/5-15%E3%80%8C%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%A7%E6%9C%80%E3%82%82%E8%A8%AA%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%9F%E3%81%84%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97-top-10.html


P. 以前インスタグラムで、海外旅行中に「今日のご飯はマリアが作る」とい
う投稿がありましたが、料理するのは得意だったり好きだったりするんです
か？　家ではどんなものを作ります？

M. 得意じゃないんですよね、でも頑張ってます！　基本和食を作ってます！

P. 最近ハマっているもの、マイブームなどがあれば教えてください

M. 男梅サワー

P. 理想とする人生とはどんなものですか？

M. 腹抱えて笑える人生♪

P. なるどなるほど、だんだんマリアちゃんのことがわかってきましたよー、
ということでここでまたクイズです！　いきます、はい！（フリップ⑤）マ
リアちゃんがカラオケでよく歌う曲は何でしょうか？

★DとG、「え？カラオケ行く？俺は陽水さん歌うけど……」などと考えつ
つ、ホワイトボードに答えを記入、どちらかボケて

P. はい、では答えをどうぞ！　え?  G.は軍歌？マリアちゃんが軍歌歌うの？　
ありえないっしょーーーーー！　

★Gも答えを書き直し、DもGもなぜその答えを選んだのか説明し、

P. なるほど～、どうですかマリアちゃん、2人からはこんな答えが返ってきま
したが……、では正解を答えていただきましょう！　正解どうぞ！

M. ●●です

★それぞれのリアクション入り、Mは答えの説明

P. はい、ということで正解は●●でした！　はい、続いてもクイズなんです
が、今度はマリアちゃんに答えてもらいます。実はですね、今回のゲストの
おふたりに、事前にマリアちゃんを寿司ネタに例えると何になるのかを答え
てもらっています。（フリップ⑥）さて、いったい寿司ネタに例えると自分
は何なのか？　ふたりはどう答えたのかお答えください！

M. リアクション、シンキング、ホワイトボードに記入、DとGも事前に考えて
おいた答えを記入

P. ま、DとGが同じ答えになるとは限りませんし、どちらか一方の答えと同じ



であれば正解とみなします。寿司ネタといっても中トロとかカッパ巻きとか
メジャーなものから●●のようなちょっとツウでマイナーなものまでいろいろ
あるのでちょっと難しいかもしれないですね。ま、ヒントじゃないですけ
ど、それぞれがどうしてその寿司ネタを選んだのか、ちょっと理由を聞いて
みましょうか。まずDさんはマリアちゃんのどんな部分からその寿司ネタを
選んだんですか？

★D答える、Gも同様に答える

P. はい、ではそろそろよろしいでしょうか、いきますよ、マリアちゃんを寿
司ネタに例えると何になるか？　ふたりはどう答えたでしょう、マリアちゃ
ん答えをどうぞ！

★Mホワイトボードをあげて回答を見せる、どうしてその答えにしたか説明

P. なるほどわかりました、では早速正解を見てみましょう！　おふたりどう
ぞ！

★DとGホワイトボードをあげて回答を見せる、Mのリアクション

P. はい、ということで正解（不正解）でした～。どうですか、実際ゲストの
ふたりからはこのように見られているということですが……

★M感想を述べる

P. （まとめて……）はい、では最後のクイズになります、今度はまたゲスト
のふたりに答えてもらいます。マリアちゃんとも非常に仲の良いDisc Junkey
にTAROが、あるパーティー会場でマリアちゃんについて、非常に端的に表現
した言葉があります。●と▲に入る言葉を答えてください、はい、どうぞ！
（フリップ⑦「マリアちゃんはこんなに●●なのに本当に▲▲だからね！」）

DとG リアクション、シンキング、ホワイトボードに記入★ここの答えはボケ
る！！マジレスしない！（例；a あほ　b 大阪弁すごすぎ）

P. これはですね、今年6月にマリアちゃんもDJとして参加したおおばキャン
プ村でのシークレットパーティーのときに、TAROちゃんがゴルゴ内藤さんに
向かって言った言葉で、その場にマリアちゃんもいたそうなんですが覚えて
ますか？

★M答えて、

P. （答えを受けて……）はい、でもこれは普通に考えれば簡単な問題です



ね。別にそのまま、本当にその通りだと思うので、奇をてらわずにそのまま
答えていただければ正解できるかと。さ、いいですか？　では、アンサーど
うぞ！

★DとG順番にホワイトボードをあげて回答を見せ、理由を説明、Mのリアク
ション

P. はい、では今回は僕の方から正解を申し上げたいと思います。正解は●●。　

★ 3人のリアクション、Pは3人にそれぞれ正解についての感想聞く

P. というとで、トークパートの後半戦もそろそろ終了となります。お陰さま
でマリアちゃんについていろいろと学ぶことができました。DJpediaの第１
ページ目もほぼ完成でございます、ありがとございます。ではここで、第2回
目のMaria’s Cafeに来ていただくアーティストを決めたいと思うんですが、
我々が選ぶんじゃなくて、マリアちゃんの方で誰か、このコをフューチャー
したいというアーティストをひとり紹介して欲しいんですよね

M. え、私がですか？　ひとりですよね？　誰がいいかな？

P. いろいろと交友関係も広いでしょうし、大人の事情もあるのでひとりを選
ぶのは大変だとは思うんですが、ここは是非そういった事情を抜きにして、
本当にマリアちゃんがフューチャーしたいアーティストを紹介してもらえれ
ばな～と思います

M. わかりました、難しいなぁ……

P. で、ひとり決まりましたら、ちょっとここから電話をしてもらって、次回
の出演の約束までとってもらいたいと

M. え？　ここから電話するんですか？　いま？

P. はい、番組の企画的にそういうことになってるので……

★MARIA. 次回のフューチャーアーティストに電話（facetime?）　テレフォ
ンショッキングの要領でPも含めて出演交渉

P. はい、じゃあ次回は●●さんにご出演いただけるということで、最後にあれ
やりましょうね、あれ。いいですか、言いますからちゃんと返事してくださ
いよ、じゃあ●●さん、次回Maria’s Cafeに来てくれるかな～？

A. いいとも～！



★ジングル入る　

◆告知パート
（パーティー情報JAPONISM vol.zero映像、新譜情報など、告知入る。フリ
ップ）

◆エンディング
（エンディングテーマ入る）

P. はい、第1回目のMaria’s Cafeいかがだったでしょうか？　いろいろな話が
聞けて、マリアちゃんの知らなかった部分も知ることができて、ぼくは本当
に楽しかったし、きっと視聴者の皆さんもご満足いただけたんじゃないかな
と思います

この番組は今後も2回目、3回目と、各回ごとにフューチャーアーティストを
招いてい続けていきたいと思っているわけなんですが、ぼく、ちょっと気に
なってるのは、これタイトルMaria’s Cafeってなってるじゃないですか？　今
回1回目はマリアちゃん特集だったんで、まぁこれでいいと思うんですけど、
次回以降はフューチャーアーティストが変わっていくわけで、それなのに
Maria’s Cafeってちょっと変なんじゃないかな～と。。。

M. いや、ベイさん、それがですね……、次回からは私が司会になって番組を
進めていくことになってるんですよ

P. え！！！　マリアちゃんが！？

M. はい。。。

P.  ちょっと待ってくださいよ、ぼくは今回代役として司会をやらせていただ
いたんですけど、そもそもはゼンちゃんが司会をやるって聞いてたんです
が……、（スタッフの方を見て）え？　連絡が？　入ってるの、今？　ゼン
ちゃんから？　（Mの方に向き直り）なんか今、ゼンちゃんからZOOMで連
絡が入ってるみたいなんですよ、つないでみましょうか（エンディングテー
マフェードアウト）

（スタッフ→PCを持っていく）



P. お、ゼンちゃんどうもー

Z. （サイバーババの衣装で）どうもじゃないよ、ホリムベイ！そこ、俺が座
る場所じゃんか！

P.  いやいやいや、だってゼンちゃんが大事な収録の日に沖縄いっちゃうか
ら……ていうか、その格好なんなの？

Z.  なんなのじゃないよ、サイバーババだよ、司会のサイバーババ！

P.  あ、そういうキャラ設定で司会やるはずだったんだ（笑）

Z.  おいおいおい、勝手に過去形にするんじゃないよ！

M.  ゼンさん、こんにちはー、マリアです。DAIJIROさんとDJ G.さんも来て
くれてるんですよ～

★DとGも軽く挨拶し

Z.  おー、マリアちゃん、DAIJIROくん、Gくん久しぶり！　3人とも今日は
本当にごめんね、もういやだったでしょーホリムベイの司会なんて

M. そんなことないですよ（笑）　沖縄はDJですか？

Z. んー、そうねDJね、DJっていうか布教活動みたいなものかな、ほらサイバ
ーババだから

P.  ゼンちゃん、あのね、俺もいま聞いたんだけどね、なんか次回からMaria’s 
Cafeはマリアちゃんの司会で進めていくらしいよ

Z. え！　そうなの！？

M. そうなんですよー

Z. ちょちょちょっと待ってよ、それじゃ俺出る幕なし？　こんな格好までし
て準備してたのに出る幕なしなの？　いやちょっと待ってよー、俺だってこ
れから配信タレントとしてぐいぐいのしあがっていくつもりなんだからさ
～、マリアちゃん頼みますよ！

P. いや俺もさ、今回ですっかりマリアちゃんとも仲良くなったしさ、次回以
降もちょっと関わっていきたいなと

Z. いや、お前はもういいからさ！



M. （笑）じゃあ、次回からは私と、ゼンさんとベイさんのどちらかおひとり
都合のいい方に手伝ってもらうってことでいいですか？

Z. あ、それでいい！　それでお願いします！

P. ぼくもそれでお願いします（笑）

M. じゃあゼンさん、今度よろしくお願いします、気をつけて帰ってきてくだ
さいね

Z. あ、もう終わり？俺の出番もう終わりなの？　オッケ、じゃあまたね、サ
イバーイバーイ！

（ZOOM終了）
（再びエンディングテーマ入る）

P. はい、とうことで最後にとんでもない男が乱入してきましたが、ちょっと
話を整理すると、次回からはマリアちゃんと、ぼくかサイバーババかどちら
か1人が司会となって、2名体制で進めていくということですね？

M. はい、そういうことにしましょう！

P. よかった、じゃあぼくもまたマリアちゃんに会える日が来るわけですね♪ 
さて、第1回目のMaria’s Cafe いかがだったでしょうか？　今回はパーティー
界の天使ちゃん、癒しのオーラ溢れるマリアちゃんをフューチャーし、ゲス
トにはデジタルブロックのDAIJIROさんと飛び入りで参加してくれたDJ G.さ
んをお招きしてお届けしました。おさんかたとも長い時間どうもありがとう
ございました！　（★拍手）
せっかくゲストのおふたりに来ていただいたので最後に同じDJとしてマリア
ちゃんにアドバイスだったり、伝えたいことがあればお願いします

★DとGそれぞれ伝える、MARIA返答

P. そしてマリアちゃんからはこの番組を見ている同世代の、またはもっと若
い女のコでこれからDJをはじめようとしているコたちにアドバイスやメッセ
ージをお願いします

★M. メッセージ伝える

P. みなさんありがとうございました。それでは、マリアちゃんは最後の締め



のDJセットが残ってるのでブースの方に移動していただいて。。（★MARIA. 
ブースへ移動してフレームアウト）
DさんGさん今日はどうでした？　（ふたりのの感想簡単に入り）またぜひ遊
びに来てくださいね。では我々はこの辺で失礼いたします。さようなら～～

★DJブースカメラ

◆エンディングDJセット（30分）


