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デヴィ夫人「不可能はない」音痴明かすも半沢社長デビュー曲でコ
ーラス参加
11/8(月) 5:00 配信

"3
デヴィ夫人（81）と神田うの（46）が、IT企業「Click
Holdings（クリックホールディングス）」の半沢龍之介
社長（43）がアーティスト名「HANSUKE」で歌うCDデ
ビュー曲「胸キュンBIKE」（来月22日発売）でコーラス
を務めたことが7日、分かった。
【別カット】半沢龍之介社長のデビュー曲にコーラス参加
したデヴィ夫人と神田うの

半沢龍之介社長（中央）のデビュー
曲にコーラス参加したデヴィ夫人
（左）と神田うの

デヴィ夫人は、約1年前から交流のある半沢社長からの依

頼を受けて「めったにない機会ですから」と快諾した。同社アンバサダー を務め、同社か
ら発売中の電動アシスト自転車「HONBIKE（ホンバイク）」のCMで半沢社長氏と共演
するなど縁も深いことがあって、同社長の新たな挑戦に花を添えた形だ。
とはいえ、デヴィ夫人にも内心不安があった。本格的なレコーディング経験はなく、コー
ラス参加はこれが2回目で、男性歌手のコーラスは初挑戦。「実はすごい音痴なんです。
突拍子もない声を出すこともこともあって心配だったんです」という。
それでも何とか乗り切ったのは、日ごろからのこだわりだった。「皆さんに不可能なこと
はないと思わせたい」「チャレンジする気持ちがなくなったら終わり」という信条をここ
でも発揮。日本テレビ系の人気バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（日曜午
後7時58分）で、バンジージャンプやスカイダイビングなど体を張った挑戦を成功させて
きた旺盛なチャレンジ精神に火が付き、レコーディングの現場では、半沢社長やスタッフ
に「何回でもやります」と力強く宣言。リズムに乗りながら、任されたパートを歌いきっ
た。同社長も「さすがでした」と感激したという。

ムーヴカスタム／ダイハツ公式
ダイハツ工業

詳しくはこちら

夫人はこの日収録が行われた同社長のニッポン放送レギュラー番組「ラジオマガジン・登
龍門」（木曜午後8時30分）にゲスト出演。自らの半生などを語ったほか、同曲のレコー
ディングについても振り返った。

アクセスランキング（エンタメ）
小室眞子さん 笑顔でＮＹ到着、
カジュアル離日で新生活へ幸せの
旅立ち

1

収録終了後には、うのもスタジオに駆けつけ、レコーディング以来の再会を喜び合い、3
人そろって写真撮影も行った。うのにとって、CDレコーディングは、94年のデビュー曲
「JESUS！JESUS！」以来27年ぶりという。

デイリースポーツ 11/15(月) 5:59

元TOKIO山口達也の長男ジャニー
ズデビューは既定路線だった それ
を台無しにした父のバイク事故

2

日刊ゲンダイDIGITAL 11/15(月)
9:06

同番組の今回の収録分は11日、18日に放送予定。

国民民主・玉木代表 衆院１日１
００万円を謝罪「制度改正できず
大変申し訳なく」協議指示と

3
2

0

1

デイリースポーツ 11/15(月) 10:21

記事にリアクションしてみませんか？

学びがある

わかりやすい

新しい視点

白石麻衣の“すっぴん”に衝撃広が
る「異次元すぎてもはや芸術」

4

【関連記事】

MusicVoice 11/15(月) 9:59

【写真】「ホタテ水着」に反応したコスプレイヤーえなこ
【写真】セクシーなビキニ姿の桃月なしこ

デヴィ夫人の同居人で話題、加藤万里奈が大学卒業
“リアル峰不二子”染谷有香ヘアヌード初披露

池田エライザ、 “お腹が出ている”
体形を指摘する声へ「気にしてい
ません」 1年前には体重58キロ
公表も

5

夫人から花束と金一封

全裸の先に見据える女優業

【相関図付き民放アナ大紹介・テレビ朝日編】人気NO.1弘中アナ

ねとらぼ 11/14(日) 13:57

若手エース森川アナ
最終更新: 11/8(月) 9:16
日刊スポーツ

PR 今年ラスト！初月基本料0円にビ
ール4本付

キリンビール
Yahoo! JAPAN広告

【コラボ開催】ビビッと来たら今
すぐプレイ
CTW株式会社

体験する

こんな記事も読まれています

今年ラスト！初月基本料0円
にビール4本付
渡辺美里「直接交渉し
たけど…」 デュエッ
ト熱望も叶わなかっ…
スポニチアネックス
超大物とは?

七海ひろきがアーティ
ストとして新しい挑
戦！「私はファンの…
HOMINIS（ホミニス）
と一緒に歩いていきた
11/10(水) 18:00
い」

11/10(水) 18:41

木村拓哉の新アルバム
に明石家さんま作詞曲
「木村をイメージし…
日刊スポーツ
作詞した」
11/14(日) 4:00

キムタク歌う さんま
作詞曲、込められた思
い「人生思い通りに…
スポニチアネックス
らない時もある」来年
11/14(日) 4:00
発売アルバムに収録

PR

キリンビール

キリンが開発！自宅で感動のビール体
験が、ギフト級の本格的なビール体験
を専用サ…

Yahoo! JAPAN広告

業務用真空包装機TOSPACK｜WEBセミナー開催中。安心国内ブランド高水準の品質管
理をTOSEIが実現
tosei-corporation.co.jp

雑誌アクセスランキング（エンタメ）

【獣医師】業界最大級求人サイト｜無料登録で全国2000件の求人から検索動物病院や製
薬会社、動物園など

視聴率女王「細木数子さん」死
去 今だから言えるテレビに出な
くなったホントの理由

1

vetagent.jp

デイリー新潮 11/15(月) 11:45

ダンスを基礎から学ぶなら｜現役のダンサーが教えるHIP-HOPNOAダンスアカデミー

「無限列車編」で煉獄杏寿郎が魘
夢と直接戦わなかったワケ 植朗
子〈dot.〉

2

www.noadance.com

AERA dot. 11/14(日) 23:40

Cocomi＆Koki「パパの腕を握っ
てキス顔」にファン歓喜！

3

FRIDAY 11/15(月) 9:32

宮迫博之「焼肉店問題」でヒカル
に全額弁済の“かっこつけ”体質

4

読み込み中…

FRIDAY 11/15(月) 7:02

コメント非表示

自転車で疾走、神対応Ｔシャツ…
木村文乃「オーラ感じる」秘蔵写
真

5

FRIDAY 11/15(月) 11:32

あなたにおすすめの記事

PR 今年ラスト！初月基本料0円にビ
ール4本付

「さんタク」での約束実現！作詞・さんま、歌うキムタク‼曲はＢＥＧＩＮと
夢の新曲誕生

キリンビール
Yahoo! JAPAN広告

サンケイスポーツ 11/14(日) 4:00

動画アクセスランキング（エンタメ）
眞子さんと小室圭さんがNY到着、
新生活スタートへ

1

叶純子デビューきっかけはカラオケ喫茶「君の声を録ってあげる」／連載

ロイター 11/15(月) 9:40

日刊スポーツ 11/14(日) 10:00

1:00

ヒロミ、電動工具メーカーのCCO
に就任も『いい夫婦の日』のプレ
ゼントは「銀座でバッグを…」

2
今年ラスト！初月基本料0円にビール4本付

1:40

日本テレビ系（NNN） 11/11(木)
13:20

キリンビール
Yahoo! JAPAN広告

熊田曜子さん証言 夫とやり取り
の生々しい音声も…

3

テレビ朝日系（ANN） 11/9(火)
19:02

原田龍二の妻・愛「女性はそういう勘は働く」エッセーで不倫騒動も赤裸々に
日刊スポーツ 11/15(月) 5:02

3:16

皮膚がん手術のキャシー中島 “素
顔” で登場… 22針縫い「夫は引
いていました」

4

日本テレビ系（NNN） 11/2(火)
13:40

演歌歌手・三ツ屋亜美“デュエットの女王”と共演、デビュー１周年に感慨
デイリースポーツ 11/13(土) 11:41

1:54

パリス・ヒルトンが結婚

5

アフロ 11/14(日) 17:55

0:56

ジョニー大倉さん追悼ライブ
ギター教わった」

初お披露目の孫ＫＥＩＴＡ「

PR 【コラボ開催】ビビッと来たら今
すぐプレイ

CTW株式会社

日刊スポーツ 11/14(日) 23:18

Yahoo! JAPAN広告

おすすめの有料記事

ヒロミ、電動工具ブランドのＣＣＯに

PayPay残高

妻松本伊代も「喜んでいました」

使えます

紅白4回「ゴールデンボンバー」歌広場
淳 不倫・妊娠中絶女性が「偽りのエ
アー愛」告発【全文公開】

日刊スポーツ 11/10(水) 12:02

文春オンライン 11/11(木) 11:00

叶純子「この歌で勝負」大阪でいつも歌う大好きな曲「ああ…大阪」／連載
日刊スポーツ 11/13(土) 10:00

税込220円

崖の上のポニョのフジモトは「加藤登
紀子さんのダンナ」【鈴木敏夫 新・映
画道楽 体験的女優論】
日刊ゲンダイDIGITAL 11/1(月) 17:10

自動開閉するゴミ箱【ZitA】
ZitA（株式会社さくらドーム）

税込110円

かつての長者番付1位「ユニバーサル岡
田元会長」が無一文に？
贅沢三昧
の「後妻」からも三行半

Yahoo! JAPAN広告

プロデュースの関ジャニ 大倉忠義、なにわ男子に同行 「『本物や!』と思い
ました」とボケる
中日スポーツ 11/13(土) 4:02

デイリー新潮 11/4(木) 10:30

税込330円

EVシフト加速で追い風が吹く電子部品
メーカーの投資妙味
会社四季報オンライン 11/15(月) 6:02

税込330円

関ジャニが新曲「稲妻ブルース」を老舗キャバレーからテレビ初披露
日刊スポーツ 11/9(火) 17:00

阿川佐和子/岸田総理に「聞く力」を聞
く〈「嫌いな政治家は？」「いっぱい
いますよ」〉――文藝春秋特選記事
【全文公開】

叶純子「この歌で勝負します」３年ぶり新曲「あぁ…大阪」
発売

文春オンライン 11/10(水) 6:00

税込330円

日刊スポーツ 11/12(金) 5:00

山下達郎、26年ぶりTBCと“タッグ”
e」がCM曲に

完全英語詞「Shining From The Insid

ENCOUNT 11/11(木) 4:00

Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅが12・22発売シングルで竹内まりやの楽曲カバー
日刊スポーツ 11/11(木) 21:46

!ページ上部へ戻る

「リボは借金です」減額申請お早めに！
リベルタ総合法律事務所
Yahoo! JAPAN広告

森山愛子「素晴らしい、かっこいい曲」新曲「ひとり風の盆」会見
日刊スポーツ 11/11(木) 5:00

山下達郎、22年ぶり全編英語詞アカペラ曲がTBC新CM曲に「キレイになる
にはまず内側から」
オリコン 11/11(木) 4:00

森山愛子「いけない恋の経験は…」新曲は失恋ソング、ご当
地シリーズ集大成
日刊スポーツ 11/10(水) 16:46

櫻井翔 ソロでの音楽活動は「あるとしたら、他の人とコラボ」
妻夫木聡と曲出す?

佐藤隆太&

スポニチアネックス 11/11(木) 22:06

林家たい平、１５年ぶり新曲「ゴルフは楽し」で目指すは３年後の紅白！？
「昭和のにおいがぷんぷんする」
スポーツ報知 11/15(月) 7:00

コンビニで1300円以上使う人へ朗報
クレジットカード人気比較
Yahoo! JAPAN広告

全日本歌謡選手権はうるさ型の審査員が切って捨てるのが売りだった【五木ひ
ろしの光と影（7）】
日刊ゲンダイDIGITAL 11/12(金) 9:06

中村美律子に「風まかせ」秋元順子に「その花は…」など寂聴さんは作詞も
日刊スポーツ 11/11(木) 22:37

なにわ男子「Ｍステ」生出演、ＫｉｎＫｉ
メッセージに感謝

Ｋｉｄｓからの

日刊スポーツ 11/12(金) 22:21

鈴木亜美、来年2月にバースデーライブを開催 『聴きたい曲の熱いリクエスト
があれば』
日本テレビ系（NNN） 11/12(金) 14:10

関ジャニ大倉忠義Ｐ「輝ける存在に」なにわ男子の強み語りエール
日刊スポーツ 11/13(土) 4:01

新チャーター船 パシフィック・ワールド号
株式会社ジャパングレイス
Yahoo! JAPAN広告

ニッポン放送社長、なにわ男子のデビュー「すごくうれしい」ＡＮＮにも出演
日刊スポーツ 11/12(金) 14:55

「うっせぇわ」Ado、声でドラマ初出演「なんだか不思議な気持ち」
歌担当の『ドクターX』に

主題

オリコン 11/10(水) 7:00

小林右京、デビュー曲「顔が良いやつは音楽をやるな」制作
裏話を明かす。「恨めしそうな顔をして歌いました」
THE FIRST TIMES 11/10(水) 12:53

大倉忠義 関ジャニ村上と横山のジェラシー？暴露
男子」デビューで

プロデュースの「なにわ

デイリースポーツ 11/13(土) 4:00

関ジャニ は新曲、なにわ男子はデビュー曲披露

「ベストヒット歌謡祭」

日刊スポーツ 11/10(水) 5:00

NIPPON MADE SERIES
オニツカタイガー
Yahoo! JAPAN広告

絢香さんのシングル曲で好きなのは？

3曲を解説

ねとらぼ 11/12(金) 18:50

ｅｉｌｌ ５ｔｈシングル「２３」配信リリース
しくて泣きました」来年２月に東名阪ツアーも

自身で編集ＭＶに「いとお

スポーツ報知 11/15(月) 5:00

黒柳徹子、南果歩、加藤登紀子が４時代生きた瀬戸内寂聴を
悼む
日刊スポーツ 11/12(金) 5:15

氷川きよし「歌で旅して」初ＣＤ−ＢＯＸはこだわりのトランクケース入り
日刊スポーツ 11/9(火) 4:00

なにわ男子長尾謙杜「飛行機のように高く」空飛ぶ夢がデビュー日の思い出に
日刊スポーツ 11/13(土) 4:00

借金200→0円に「国が認める救済措置」
Umbrellaw士業組合
Yahoo! JAPAN広告

ＮｉｚｉＵ初アルバムのリード曲を初披露

Ｊ．Ｙ．Ｐａｒｋ氏が作詞・作曲

日刊スポーツ 11/11(木) 20:20

関ジャニ・大倉忠義、『ベストヒット歌謡祭』初出演のなにわ男子にエール「
自分らしくパフォーマンスして」
Lmaga.jp 11/11(木) 18:15

なにわ男子、デビュー翌日に超過酷ミッション “ノーミスカ
ラオケ”で関ジャニ 楽曲の「メロディー出てこない…」
オリコン 11/13(土) 7:00

なにわ男子デビュー当日朝から大忙しでリーダー大橋「アドレナリンすごい」
日刊スポーツ 11/12(金) 17:00

「#太田消えろはどんどん盛り上げて」選挙特番発言が話題の太田光
日刊スポーツ 11/11(木) 5:00

しっかり食べてパフォーマンス上げていこう
nosh - ナッシュ
Yahoo! JAPAN広告

ピンク・レディー・増田惠子、黄金コンビ・阿久悠さん＆都倉俊一氏の〝新曲
〟「向日葵はうつむかない」披露へ ２８日、ソロデビュー４０周年記念配信
ライブ開催
サンケイスポーツ 11/15(月) 5:00

一条貫太「初心に戻ったような気持ち」地元・千葉で久々コンサート
日刊スポーツ 11/14(日) 19:16

東山紀之 なにわ男子CDデビューに「個人個人のエネルギ
ーが高い…今一番楽しい時ですよ」
スポニチアネックス 11/14(日) 10:08

大倉一門勢ぞろい！ジョニー大倉さん追悼公演で孫ＫＥＩＴＡ熱唱
日刊スポーツ 11/15(月) 5:00

叶純子「上京３年は涙、涙」娘と離ればなれの辛い日々に周囲の支え／連載
日刊スポーツ 11/15(月) 10:00

衛は優に告白されるもはぐらかす／「ＳＵＰＥＲ

ＲＩＣＨ」第５話あらすじ

日刊スポーツ 11/11(木) 7:00

＜TOKIO城島茂＞松岡昌宏副社長のスーツ姿に「ほれ直し」
スーツ・オブ・ザ・イヤー2021」受賞

3人そろって「

毎日キレイ 11/9(火) 21:51

なにわ男子大橋和也「宇宙の人たちに幸せに」今日という日を忘れず
日刊スポーツ 11/13(土) 4:01

LiSA『劇場版 SAO』初日舞台挨拶に登壇「緊張で声が震えていました」
TOKYO FM＋ 11/13(土) 20:11
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