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堀田眞三
俳優

1963年の第11期東映ニューフェイスに合格し、東映へ入社。 
同期には弥永和子・島ひろ子がいる。1964年の映画『くノ一化粧』では 
長身でハンサムな若い忍者として注目される。 

テレビドラマ『キイハンター』では精悍な風貌ながら悪役に扮して何度もゲスト出演。 

様々な特撮作品にレギュラー出演してきたが、とりわけテレビドラマ『アイアンキング』は 
少数民族の復讐という単なる悪役でない敵役を演じた。 
  
1970年代の特撮作品の悪役は、変身前と変身後で別々にアフレコするのが主流だったが、 
堀田は変身後の声も自ら演じ、時代劇でも悪役中心の活動をしてきた。 
その合間に1970年代から海外の作品でも活動し始め、2012年には日本・中国・韓国の合作ドラマ 
『Strangers 6』、日韓合作映画『ザ・テノール 真実の物語』に出演。 

2013年にはフランクフルト映画祭の招待作品『ユートピアサウンズ』で初主演を果たした。 
同年には長野県警の阿南警察署で一日警察署長を務めている。 

日本国内だけではなく、海外の作品にも多数出演 
現在まで2000本弱の作品に出演しています。　　

最近ではMr.ChildrenのPVの出演で 
話題を呼んでいる

東京からの交通費・ 
宿泊費が別途必要です。 https://youtu.be/hNg2uOe28ak

https://ja.wikipedia.org/wiki/1963%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%98%A0%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%98%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%A5%E6%B0%B8%E5%92%8C%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E3%81%B2%E3%82%8D%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/1964%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%A0%E7%94%BB
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%81%8F%E3%83%8E%E4%B8%80%E5%8C%96%E7%B2%A7&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%82%A4%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%82%AA%E5%BD%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E6%92%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E6%95%B0%E6%B0%91%E6%97%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B5%E5%BD%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E4%BB%A3%E5%8A%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/2012%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/Strangers_6
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%83%86%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB_%E7%9C%9F%E5%AE%9F%E3%81%AE%E7%89%A9%E8%AA%9E&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/2013%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%95%E3%83%AB%E3%83%88%E6%98%A0%E7%94%BB%E7%A5%AD&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%94%E3%82%A2%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%BA&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C%E8%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E5%8D%97%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E7%BD%B2_(%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C)


♪Ar'st Profile♪  
剱 正人「けんまさと」→ケンちゃん） 
　　１９６０年代後半、日本の音楽シーンを彩ったグループサウンズの一つ 
「パープルシャドウズ」第二期に参加、その後「SLOG」（サザンオールスターズ同期）や 
「Sting」（松田聖子同期）でリードギターリストでメジャーデビューを飾った経歴の 
持ち主、芸能界引退後は映像プロデューサーとして活躍 
現在　はマルチスーパーヴァイザーとしてアーティスト活動を止まない　日々を送る♪ 
　ライブバーSPOTのオーナーでありながら、ソロライブやオ　リジナルバンドで、 
精力的に音楽活動を展開している。

◆アルバム(LP): 
・SLOG (SLOG BIG ONE)「グッバイアゲイン」 
 「ライトアフターザレイン」 
 ・SLOG&Girls(映画グリース)サウンドトラックカバー作品 
 ※「グリース」ジョントラボルタ&オリビアニュートンジョン主演映画 
 ・Sting(KIDS)「ジュリアン」「ビーバップ銀座」 
◆シングル(SP) 
 「愛は血の涙」→有線大賞新人奨励賞受賞!「ロッキンマシーン」 

「ヒューズ」「KID S」

剱正人（バンド） 関西在住

 元グループサウンズ 
パープルシャドウズ　♪KEN♪剱 正人「 まさと」　ライブショー　

https://youtu.be/BbpgD7_lI-s

パフォーマンススタイル

https://youtu.be/It2Wm4zO7KY



映画ゴーストバスターズの曲でお馴染みの アルト・サックス奏者
チャジー・グリーン/Chazzy Green 国際的に高く評価されている 

ミュージシャン、作曲家、 
プロデューサーでもある 
Charles " Chazzy 

Ray Parker Jr. バンドや 
久保田利伸のバンドでお馴染み、  
ジャズからコンテンポラリーミュージックまで 
幅広くプレイ出来る素晴らしいアーティスト。 

https://youtu.be/wA7e23LCk_8
パフォーマンスイメージ



SHION
シンガーソングライター

2022 年  19 歳
☆『成れぬ者になれ！』 が映画 「TURNING POINT」 の挿入歌に決定
☆鳥越アズーリ FM にて月 2 回のレギュラー番組 「Happy Talk with SHION」 がスタート
☆4 月 : 奈良県 ・ 天川村の 「PEACE CULTURE FES 2022」 に出演決定

https://youtu.be/ofrNJqlkhuM
LIFE IS A GAME

https://youtu.be/AdC_luyexFU
Our Path ~volume 2 ~ 成れぬ者になれ！

https://youtu.be/_QaOsiByfWk



自己PR 
高校卒業後、地元の音楽喫茶で平尾昌晃にスカウトされ、1970年8月1日にキングレコードより 
発売されたデビューシングル『愛のきずな』のヒットにより、第12回日本レコード大賞新人賞を受賞。 
1971年発売の『愛のおもいで』と『お嫁に行くなら』などのシングルがヒットした後は低迷期が続く。 
1983年、橋幸夫の新作としてデュエット曲『今夜は離さない』制作に当たっては、作詞家から相手役を 
オーディションを行って選出して欲しいと言われ、先入観をなくすために名前を伏せて録音した 
数人の音源を聞いた中から橋幸夫らによって安倍が選出される。 
しかし、「今夜は離さない」ヒット後に自分ひとりでもやれると考えて橋の事務所から一方的に離脱。 
以降、松方弘樹、桜木健一、林与一、誠直也らとデュエット曲を発表し、「デュエットの女王」の異名を得る。

誕生日：　10月７日 
血液型：　　　 
星座： 天秤座 
出身地：北海道札幌市 
所在地： 
趣味　舞台鑑賞・散歩 
長所　何事にも挑戦する心 
家族構成　母　 
ペット　猫 
好きな色　黄色

●高校卒業後、地元の音楽喫茶で平尾昌晃にスカウトされ、 
1970年8月1日にキングレコードより発売された 
デビューシングル『愛のきずな』のヒットにより、 
第12回日本レコード大賞新人賞を受賞。 
 
1971年発売の『愛のおもいで』と『お嫁に行くなら』などの 
シングルがヒットした後は低迷期が続く。 
 
1983年、橋幸夫の新作としてデュエット曲『今夜は離さない』制作に 
当たっては、作詞家から相手役をオーディションを行って 
選出して欲しいと言われ、先入観をなくすために名前を伏せて 
録音した数人の音源を聞いた中から橋幸夫らによって安倍が選出される。 
しかし、「今夜は離さない」ヒット後に自分ひとりでもやれると 
考えて橋の事務所から一方的に離脱。 
以降、松方弘樹、桜木健一、林与一、 
誠直也らとデュエット曲を発表し、「デュエットの女王」の異名を得る。 
 
2000年フリーボードに移籍。 
 
2000年10月４日、移籍第一弾シングル 「鏡のなかで / 女舟慕情」発売。 
 
2017年、テイチクレコードに移籍。 
 
2017年７月19日、移籍第一弾シングル 
「恋人気分で / 狸小路の夜は更けて / 感じるままに私を抱いて」を発売。 
 
橋幸夫、安倍里葎子と「今夜は離さない」　３０数年ぶりに公の場で披露 
 
2020年３月11日、安倍理津子に改名 
 
現在、コンサート・ディナーショーなどで、イリュージョンマジックにも挑戦し、 
魅せる・聴かせるステージは定評が高い。

歌手　安倍理津子　プロフィール

東京からの交通費 
2名必須

東京からの交通費・ 
宿泊費が別途必要です。

https://abe-ritsuko.com/news/hashi-yukio-and-abe-ritsuko.html
https://abe-ritsuko.com/news/rename20200311.html


東京からの交通費 
３名必須 東京からの交通費・ 

宿泊費が別途必要です。



演歌歌手　光岡　洋　プロフィール

甘いマスク、優しく男らしい歌唱力を持つ 
光岡洋巨匠・叶弦大氏作曲のメジャー演歌作品で勝負します！  
誕生日：　6月22日 
血液型：　Ａ型　　 
星座： 蟹座  
出身地：鹿児島県阿久根市出 
所在地：兵庫県 
夢： 10,000人コンサート

鹿児島県で生まれる 
尼崎市民まつり『のど自慢大会優勝 
作詞家　　叶 弦大先生に師事 
SOUND INNにて初のレコーディング武居ディレクター 
デビュー曲発表会司会浜村淳(大阪梅田玉姫会館) 
デビュー曲「ふるさともとめて花いちもんめ」「出逢い星」東芝EMIより発売 
(作詞/喜多條忠作曲/叶弦大、編曲/京建輔)TP-17468 
昭和61年10月 
東芝EMI1987年レンダー大先輩の松山恵子さん、白根一男さんと撮影 
昭和61年11月 
レコード会社対抗オールスター大運動会出場(千駄ケ谷東京体育館) 
(オンエアー1987年1月1日TBS系全国ネット) 
昭和62年5月20日 
ファーストコンサート(尼崎県立ピッコロシアター) 
平成2年6月 
「飛翔の歌守山学園」発表(滋賀県守山市養護施設20周年記念曲) 
(作詞/喜多條忠.作曲/叶弦大) 
平成2年7年 
「阪神タイガース選手別応援歌」コロムビアレコードより発売COCA-10157/COTA-2121 
平成5年6月 
SoundCityにてレコーディング 
平成5年10月25日 
「浮世道.日蔭花」徳間ジャバンより発売叶弦大プロデュース 
平成15年8月 
平成淀川花火大会(4年連続出演) 
平成20年8月17日 
SOUNDINNにてレコーディング岡本ディレクター 
平成20年12月3日 
日本クラウン移籍第一弾「野郎船」「羽越本線」 
発売(作詩/月光寺照行,作曲/叶弦大,編曲/南郷達也) 
CRCN-1387/CRSN-1387(振付:桐流家元桐彩華) 
平成20年12月13日 
「野郎船」新曲発表会司会浜村淳(ホテルプラザオーサカ) 
平成21年11月3日 
チャリティーカラオケふれあい大会/野郎船予選大会 
平成21年12月20日 
野郎船」決勝大会審查委員長叶弦大(大阪ガーデンバレス) 
平成22年8月8日 
光岡洋サマーコンサート(ワッハホール) 
平成22年5月/5日~26日 
日本香堂謝恩観劇会巡業全国21カ所 
平成23年7月10日 
光岡洋特別公演【1部:芝居(幸子)2部:魂のオンステージ(エルおおさか) 
平成23年12月6日 
KINGSEKIGUCHIDAIst.にてレコーディング岡本ディレクター 
平成24年3月7日 
「島立ちの春」薩摩川内市ふるさと応援ソング「ふたりの港町』 
日本クラウンより発売(作詩/喜多條忠.作曲/叶弦大,編曲南郷達也) 
CRCN-1600/CRSN-1600(振付:桐流家元桐彩華)



トークショー ・　早瀬久美 

1970年森田健作主演の名作ドラマNTV『俺は男だ！』マドンナ・吉川操役で一躍大ブレイク（DVDボックス好評発売中）以降、 
映画を始めバラエティー、さらに司会業にも進出。1985年アメリカ・サンフランシスコに渡り12年を過ごす。 
1997年帰国後本格的に女優復帰。2009年TX昼ドラマ『サギ師リリ子』で31年ぶり連続ドラマに出演。 
また、『俺は男だ！』パチンコ台にも登場。曾祖父は高名な国文学者・物集高見博士。

東京からの交通費・宿泊費が別途必要です。

https://youtu.be/oCuNw9jM3tY



尺八演奏家　・　伴　英将 尺八演奏家　 

尺八演奏家 『伴 英将』 
古典からジャズ、ポップスまで、 
あらゆるジャンルに 
対応できるセンスとテクニックは 
ナンバー1奏者と評価する方も多い。 
2010年、初のアルバム 
『Shadows of the MooN』を 
メジャーリリース。 
演奏のみならずテレビやラジオも多数出演

パフォーマンスイメージ

https://youtu.be/62Xy5VdLocc

https://youtu.be/Y7q5XTq4_7Q

https://youtu.be/mcF4smPcc-4

滋賀在住



スキップ楽団 信頼と実績の40年、スキップ楽団は1977年の結成以来、 

メンバーが変わりつつも創始者 故・矢野あきら氏の意志を受け継ぎ、 

長きにわたり各地への訪問公演を続けている楽団です。 

商業施設・幼稚園保育所,小学校,支援学校,地域イベントや子育て支援イベントなど、 

どこへでも”楽しい音楽と夢”をお届けに参ります。

https://youtu.be/vKIlucvLR8E
パフォーマンスイメージ



スキップ楽団メンバーによる大人向け「Tomoko Unit」
バイオリン・ハープ・ドラム・キーボードで奏でる 
素敵な音楽



ピアノ・ヴァイオリン・バリトン・ソプラノ・エレクトーンによる 
　　ソロオーケストラ

https://youtu.be/4gpawNbxpMsパフォーマンスイメージ

最新のエレクトーンを使い、エレクトーン1台でオーケストラの迫力を出す 
クラシックコンサート！ 
バリトンやソプラノ歌手を交えての大迫力

https://youtu.be/4gpawNbxpMs


リアル初音ミク　・　長崎アンナ

小学２年から、体は男性、心は女性という 
「性同一性障害」に気づきながらも、 
’03年、第６回上海アジア音楽祭で優秀新人賞を受賞。 
’07年、テレビ出演の際に歌った曲の反響がきっかけで、 
’09年カミングアウト。 
’10年、精巣摘出手術を受け、「麻倉ケイト」として再出発。 
大人アイドル、歌手、タレントとしてメディアで 
話題と注目を集めるかたわら、前代未聞のニューハーフカリスマ花嫁モデ
ルとしても活躍中

https://youtu.be/LmD-_Zi2vaA

2019年ハリウッドデビュー

最近は初音ミクのコスプレシンガーとして中高生の間で 
人気沸騰中。 
’13年、花嫁モデルとしても話題を集めた。 
2015年、初音ミクのコスプレシンガーとしてメディアでも 
話題と注目を集める。 
また、滋賀医科大学の公認アイドルでもある。 
’19年全世界同時公開の米映画で 
ハリウッド女優としてのデビューが決定している。

https://youtu.be/LmD-_Zi2vaA


歌って踊って喋れるエンターテイナー 
Little☆twins(リトルツインズ) 

あなたの心に殘る『楽しい』を全力でお届けします!

ライブ活動をはじめ、TV出演、ラジオ出演、 
イベントMC、企業様余興、 
歌と バルーンのお姉さん(西宮市津門神社、神戸まつり)、 
キャラクターショーMC、 誌面モデル、 
撮影会などマルチに活動中です。 

【Little☆twins経歴】 
2017.9.23～ 
あこりん かなみんによる2人組ユニット 「Little☆twins」 
結成 アイドルとしてライブ活動や各種イベント出演を重ねる。  
2020.7~ 17ライブ配信開始  
2021.11~ びわ湖放送「勇さんのびわ湖カンパニー」出演(レポーターとして)  
KBS京都「バイタル研究所」出演(コメンテーター、アシスタント)  
過去出演ライブハウス 
J.Bridge、SOUNDNOTE COCHLEA.、Ups、Goldee、FanJ twice、 
RUIDO、hillsパン工場、ビレボア、BERONICA、ROCKTOWN、 BIGCAT、
TRAD、BnanaHall、湊町リバープレイス等  

パフォーマンスイメージ
https://youtube.com/playlist?list=PLzlS4ovB2pjaUPnJxOT_1CrUFtf4n_3r-



昭和歌謡　ボーカルデュオ　・　 
Buzz魂（スピリッツ）

関西を中心に活動しているボーカルデュオ  
2014年12月5日 昭和歌謡アルバム 『カバー魂 』発売 
  
 二人の異なるカラーが魅力 
MCにも定評があり、トークライブも開催 
個性を抑えないパフォーマンスでファンを魅了する 
オリジナル,昭和歌謡,J-POP,K-POPなどなど 
それぞれのニーズにあったLIVEで全国を駆け巡る 
アルバム発売をきっかけに更なる飛躍をめざす

パフォーマンスイメージ
https://youtu.be/qU5rdAcMlbw



奄美民謡・島唄ライブ・三線　　　 
榮　百々代

島唄の大御所である武下和平さんの教室に15歳で入り、 
35歳で武下流師範となりました。 
　現在、主婦業をこなしながらプロの唄者として、 
関西を中心にライブ活動や市民大学の 
公開講座などで島唄を披露し、その普及に努めています。

パフォーマンスイメージ

https://youtu.be/Fq_hiTBLQk4



MAKO

オリジナル曲をはじめ、オールディーズ・JAZZ・ボサノバ・ポピュラー・演歌などの幅広い レパートリーでお楽しみ頂けます。  
オリジナル曲 アナタの鼓動、Wishing Star、Angel Heart、ゆりかご、天使の羽 e オールディーズ ルイジアナママ、 
大人になりたい、ボーイハント、悲しき雨音  
砂に消えた涙、真夏の太陽、ヴィーナス、恋のバカンス、恋のフーガ、他  
eJAZZ・ボサノバ Fly me to the moon、Love、The Shadow of Your Smile、 Misty、Night and Day、他  
e ラ テ ン コーヒールンバ、キサス・キサス・キサス、キエンセラ、マシュケナダ、他  
 ポピュラー My Heart Will Go On、すべてをあなたに、君の瞳に恋してる、他 

レパートリー

2003 年 ソロデビュー 日本クラウンより「アナタの鼓動」発売  
2010 年 新曲「ゆりかご」「天使の羽」5月発売 胡麻の和田萬CMソング「せめてごまやん」ON AIR  
FM千里「MAKOの音楽日記」パーソナリティーを務める 2014 年 キャンティを再結成  
ANA クラウンプラザホテル神戸ダンスパーティー 
ANA クラウンプラザホテル大阪 (社)清交社クリスマスパーティー、  
医師会精神科学会パーティーなどレギュラー出演中  
只今 有線放送、カラオケUGAでオリジナルソング アナタの鼓動、 
 Wishing Star、Angel Heart、ゆりかご、天使の羽 が配信されています。  
ブログ 「MAKO の音楽日記」 http://ameblo.jp/star127t/ 

NHK放送劇団第 15 期生卒業。 平尾昌晃主幹の読売歌謡音楽院で歌謡ボーカルレッスンを受ける。 
その後、立木成丘子氏 ( コーラスグルー プ タイニーキャンディ)にボイストレーニングを、 
ギター&ボーカルを古川忠義氏にそれぞれ師事。関西 を中心にパーティー・イベント・ライブなど多方面で 
活動するとともにカワイ音楽教室でボーカル講座を担 当し後進の指導にもあたる。  
キングレコードより、「キャンティー」としてプロデビュー ABC「美の祭典」 
「部長刑事」( 主演 )「おはよう朝日です」「土曜ワイド劇場」 YTV 朝ドラ「花らんまん」レギュラー出演。  
大阪府警のキャンペーンガールとして一日署長や啓発ポスターなどで活動  
2000 年 NYカーネギーホールNY市チャリティーコンサートに出演。  
阪神タイガース承認歌「Go !Go !トラッキー」  
亀山つとむとラッキーキャッツでクラウンレコードより全国発売。 



Saxophone Quartet Copain  
サクソフォン・カルテット・コパン - 

「サクソフォンカルテット」は、一般的に珍しい編成でもあるが 
サクソフォンの魅力を余すことなく 伝えることができる。 
また、ジャンルを問わず幅広い音楽を演奏できるのもこの編成の魅力の一つであるそんなサクソフォンカルテットに 
魅了された女性サクソフォニスト達が 2014 年夏「Saxophone Quartet Copain」を結成。 
関西を中心に活動を行う個性派メンバーが集まった。  
4 種類のサックスを使って織り成す音楽は、パワフルなサウンドを創り出し、4 人から溢れ出す色彩豊か な 
音楽を余すことなく表現する。 
また、それは時に女性らしい優美で繊細な一面をも見せる。  
メンバー全員が大学時代にクラシックを学んでいたことから、演奏ジャンルも幅広い。 クラシックやサクソフォンカルテット
の 
オリジナル作品ははもちろんのこと、ジャズやポップスなども 
得 意とする。聴いてくださる方々が「笑顔になる音楽」を 
お届けしたいという想いで日々活動中。 



ピアニスト 
西濱由有 （にしはまゆう）

ジャズ好きな父とクラシックピアノ好きな母に育まれ3歳でピアノを始める。 
愛知県立芸術大学音楽学部器楽科ピアノ専攻卒業、同大学院音楽研究科修了。

第10回日本クラシック音楽コンクール全国大会にて審査員特別賞受賞。 
第1回ノーヴィ国際音楽コ ンクール一般ピアノ部門第２位受賞。 
これまでにピアノを大西澄子、加藤美緒子、ローラント・ケラーの各氏に師事。

ピアノデュオリサイタル、ジョイントコンサートなど多数出演。 
東日本大震災チャリティーコンサートや福島復興支援ツアーなどを 
定期的に開催している。

現在はソロや弦楽器・管楽器とのアンサンブル・ピアノデュオなど 
様々な演奏活動をしている。

オリジナル曲の作曲活動も精力的に行う。 
オリジナルアルバム【Voyage】発売中。

夢は人の心に寄り添えるような素敵なピアノを弾き続けること。 
趣味はアイシングクッキー作り。

名古屋からの交通費・宿泊費が別途必要です。



身体性を高めるため、せっせとミュージカルスクールに通い、 
なぜか歌よりもダンスと演劇を中心に学ぶ。 
歌って踊ってお芝居して、舞台で活動する舞台人  
「勝手にしやがれ」を歌う沢田研二さんに衝撃を受け、 
「ジュリーになりたい！」と歌い始めた子ども時代。 
 大学ではロックバンドのボーカル。  
大学卒業後は薬剤師として大阪市に就職。  
2000年  
病気入院をきっかけに「人生を楽しまねば！」と歌を再開。 
 身体性を高めるため、せっせとミュージカルスクールに通い、 
なぜか歌よりもダンスと演劇を中心に学ぶ。 
やがてレビューショーや新劇の舞台に立つようになり、、  
2009年、父の病気を機に、自分のやりたいことを形に 
して両親やたくさんの家族、恩師、友人、知人に観ていた 
だきたいと思い立ち、ミュージカルスクールの先生方や 
友人の協力をいただき、リサイタルを開催。 
その内容は、子どもの頃に抱いた 
「ジュリーになりたい！」という夢！  
一度きりのつもりで催したこの「ジュリーショー」が 
人気となり、リクエストにお応えして現在も色々な形で 
催しています。  
2013年には薬剤師業を離れ、2014年より舞台活動に専念。 
ジュリー以外のレパートリーも多くなり、 
パーティーのゲスト出演や病院・福祉施設等でのショー、 
語りなども行っています。

彩世ゆり

https://youtu.be/Aovw1v0sp-0
パフォーマンスイメージ



その他　必要なもの 
・音響＜PAオぺレーター 1名 　・　ホテルや会場の専属でもOK＞ 
　　　＜PAオぺレーター がいない場合　別途　お見積もり＞ 
　　　＜PA機材持ち込み＆オぺレーター 別途　お見積もり＞ 
・ワイヤレスマイク　１～３＜出演者により異なる＞ 
・ピンマイク・ヘッドセット　１～３＜出演者により異なる＞ 
・マイクスタンド　　１～２個 
・控え室＜姿見・椅子・テーブル・飲み物・ハンガーラック　場合により食事＞ 
・ステージ横に早着替えスペース＜パーテーションなどでOK 出演者により異なる＞ 
　　　　＜姿見・椅子・テーブル・飲み物・ハンガーラック必要＞ 

　　　食事＜弁当で可＞・飲み物はスタッフ分をご準備ください。 
スケジュールの仮押さえは１週間・その後決定優先になります。 
お振込確認後スケジュール決定となります。 
決定後のキャンセルはキャンセル料が発生します。 

税別 
大阪市内　駐車場・駐車券のご用意をお願いします。　　 
大阪市外　交通費実費　・　　　　その他　要相談　 
＜宿泊が必要な場合は別途見積もりになります。＞



プロジェクション・マッピング
韓国

プロジェクション・マッピング
日本

スマホで簡単
動画編集・面白アプリセミナー

恐竜イベント 集客イベント マジックセミナー

世界特許の印刷物 キャスティング


