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アユートキャスティング 
おすすめタレント

転送・複写・外部持ち出し厳禁



パフォーマンスイメージ https://youtu.be/7r5XLgMbBaAhttps://youtu.be/ZmeI7SCOkU0パフォーマンスイメージ

https://youtu.be/ZmeI7SCOkU0


ものまね芸人・ぬまっち

ものまねイメージ限定公開　転送・拡散厳禁

https://youtu.be/wgJSaqp3dsU

関西在住

なにわの 
チャン・グンソク！！　 
シリアスから、お笑い、 
はては「効果音？？？」まで 
マルチなものまねと仕掛けで楽しませてくれる 
エンターティナー。 
自分のラジオ番組まで持つ才能で、 
ＭＣもこなす話術が冴える。 
  
■□■レパートリー■□■ 
女性：・AKB48（指原莉乃） 
　　　・前田敦子・その他 
男性：・桜井和寿（ミスター・チルドレン） 
　　　・（チャン・グンソク） 
　　　・（ルイ・アームストロング） 
　　　・（フットボールアワー・岩尾） 
　　　・（サバンナ・高橋） 
　　　・吉幾三・浜田省吾・さとう宗春 
　　　・安全地帯・その他

https://youtu.be/wgJSaqp3dsU


ものまね芸人・ファンキー矢沢 なにわの永ちゃん！！ 

永ちゃんそっくりのものまねライヴ！ 
衣装、他、小物に至るまで全てにおいて、"矢沢"に拘る。 
そのステージは、見るもの全てに感動を与える。 
  
■□■テレビ出演歴■□■ 
「どっきんぐTV・関西ﾃﾚﾋﾞ」・「ハテナ？の缶詰」 
「千鳥のぼっけぇTV・毎日ﾃﾚﾋﾞ」・　朝日放送「キャスト」 
「日曜もダメよ」　ファンキー矢沢密着取材 
等、多数出演！！ 
  
■□■レパートリー■□■ 
　男性：・矢沢　永吉 
  
■□■受賞歴■□■ 
・2009年国連支援交流協会本部から感謝状を贈呈される。 
・2009年東京都平成21年度版人権メッセージに掲載される。 
 

ものまねイメージ限定公開　転送・拡散厳禁

関西在住

https://youtu.be/OH7CWzy2blw

https://youtu.be/OH7CWzy2blw


ものまね芸人・こぶり

 

お大物タレント・歌手ものまね 
緑橋の天童よしみ 

■□■レパートリー■□■ 
・天童よしみ　・天地真理　・欧陽菲菲　 
・山口百恵　　・上沼恵美子　その他

ものまねイメージ限定公開　 
転送・拡散厳禁

https://youtu.be/Ze0iHLlVshA

関西在住

凛子とのコンビ 
ミスマッチ

https://youtu.be/FJAcnvudzaQ
https://youtu.be/Ze0iHLlVshA


https://youtu.be/Mv8zPR1WdYA

ものまねイメージ限定公開　 
転送・拡散厳禁

ものまね芸人・金井ドライバー
関西在住

ステージを盛り上げます！ 
音響さん 

ものまね・アラジンのPAを担当！ 
音響の仕事も、歌って踊れるモノマネも、 
さりげない共演者までもこなす 
マルチプレイヤー！ 
  
■□■テレビ出演歴■□■ 
朝日放送「キャスト」 
「有吉反省会」 
「珍種目No.1は誰だ!? ピラミッド・ダービー」 

■□■レパートリー■□■ 
・・「ミナミの帝王　萬田銀次郎」（竹内力） 
・ＰＳＹ（サイ）・CCB・純烈 
・聖飢魔Ⅱ・ＡＴＳＵＳＨＩ・髭男爵 
・ゴンゾーものまね＜タンバリン芸＞ 
・葉加瀬太郎・槇原敬之・西城秀樹 
・サンプラザ中野

https://youtu.be/Mv8zPR1WdYA


アラジンのジュディーオング 
凛子

■□■レパートリー■□■ 
女性： 
・ジュディーオング 
・アグネス・チャン 
・メーテル 
・吉田羊 
・アンジェラ・アキ 
・林家パー子 
・山本リンダ 
・いくよくるよ 

こぶりとのコンビ 
ミスマッチ



ものまね芸人・三木　ひろし
全日本そっくりショー・五木ひろしの巻 
（読売テレビ・1974年）の全日本チャンピオン！ 
  
抜群の歌唱力を木ひろし本人に認められ、 
五木ひろし自身から芸名「三木ひろし」を 
頂きました！ 
  
■□■テレビ出演歴■□■ 
「TVワイドショー関西」・「目撃ドキュン」 
「アッコにおまかせ・TBS」・「トゥナイトⅡ・テレビ朝日」 
「新春特番・オールスター爆笑ものまね紅白歌合戦・フジテレビ」 
「ものまね王座決定戦・フジテレビ」 
「千鳥のぼっけぇTV・毎日放送」 
「スーパーニュースアンカーｽ・関西テレビ」　等、多数出演！！ 
  
 ■□■レパートリー■□■ 
　男性：・五木　ひろし 
  
■□■受賞歴■□■ 
「全日本そっくりショー・五木ひろしの巻（読売テレビ） 
　　　　　　全日本チャンピオン」 
「第3回爆笑そっくりものまね名人大賞（フジテレビ） 
　　　　　　　　審査委員特別賞」

関西在住

https://youtu.be/Hlys-Om0ugU
ものまねイメージ限定公開　転送・拡散厳禁



MC、マジック、バルーン、パントマイム、 
ものまね・・・とっても奥の深いお笑い芸人です！　 
幅広い芸を極めているのがほいけんたの魅力！　 
全てのシチュエーションで笑いと感動を生む！！
主なレパートリー 
明石家さんま,草なぎ剛,クリスペプラー,ヤッターマン,志村けん,みのもんた 
福山雅治,武田鉄矢,中尾彬,藤岡弘,ボビーオロゴン,浜田雅俊,ケーシー高峰 
堺正章,ビートたけし,所ジョージ,田中邦衛,田村正和,柳沢慎吾,広川太一郎 
淡谷のり子,土井たか子,伊東四郎,林家三平,裸の大将,笑ゥせぇるすまん 
郷ひろみ,松山千春,井上陽水,さだまさし,ピーター,沢田研二,桑田佳祐,ASKA 
堺正章,武田鉄矢,吉幾三,五木ひろし,サンプラザ中野,長渕剛,加山雄三,上條恒彦 
ささきいさお,舟木一夫,フランク永井,世良公則,布施明,中村雅俊,前川清,小林旭 
森進一,ビートたけし,所ジョージ,谷村新司,浜田省吾,三波春夫,鈴木雅之,子門真人 
DEEN,GACKT,玉置浩二,ブルーハーツ,つんく,Mr.Children,西城秀樹 
野口五郎,南こうせつ,大滝詠一,さとう宗幸,他
主な出演番組 
☆フジテレビ 
「爆笑そっくりものまね紅白歌合戦」(レギュラー出演中) 
「めちゃ×2イケてるッ!」 
☆TBS 
「さんまのスーパーからくりTV」「アッコにおまかせ」 
「もてもてナインティナイン」 
☆テレビ朝日 
「Vドリームキックオフ」 
☆テレビ東京 
「やりすぎコージー」「ピラメキーノ」 
☆NHK 
「すイエんサー」 
☆読売テレビ 
「情報ライブ「ミヤネ屋」」 
☆日本テレビ 
「24時間TV」「ミュージックバード」「角川博のきままなひととき」 
「松尾和美・歌の探偵団」「原田ヒロシ・歌の交差点」 
☆FM西東京 
「ほいけんたのクレイジー西東京」 
「ウィークエンドコンパス」 
☆kiss FM kobe 
「コロパルkiss」

東京からの交通費 
新幹線グリーン２名必須
東京からの交通費・ 
宿泊費が別途必要です。

https://aiuto2007.wixsite.com/magic


ものまね業界最強と言われる程の 
ズバ抜けた歌唱力を誇るもの 
まねシンガー!! 
レパートリーは優にに100を超え、 
笑いと感動のステージは必見!

ものまねバトル（日本テレビ）38大黒摩季でデビュー 
ものまねバトル45（日本テレビ）ZARDで出演 
ものまねバトル49（日本テレビ）大黒摩季で出演 
ものまねグランプリ7（日本テレビ）globeで出演 
ものまねグランプリ9（日本テレビ）沢田知可子と共演 
ものまねグランプリ10（日本テレビ）篠原涼子で出演 
ヒルナンデス（日本テレビ）コーナー大注目ナンデス5回出演 
ナカイの窓（日本テレビ）６曲メドレーにて出演 
しゃべくり007（日本テレビ）出演 
潜入!リアルスコープ（フジテレビ） 
火曜曲（TBSテレビ）４曲メドレーにて出演 
日曜×芸人（テレビ朝日）中島美嘉で出演 
コロッケ千夜一夜（BS日本） 
Culb DAM（スカイパーフェクトTV）カラオケ指導役で出演 
熱唱!ミリオンシンガー（日本テレビ）

その他のレパートリー
アニメ系声まね系
新世紀エヴァンゲリオン・名探偵コナン 
ONE PIECE・妖怪ウォッチ 
NARUTO・その他多数

洋楽系
ホイットニー ヒューストン・シンディー ローパー 
セリーヌ ディオン・マライア キャリー・その他多数 東京からの交通費 

新幹線２名必須

東京からの交通費・ 
宿泊費が別途必要です。

https://youtu.be/F0G7oh9EveY
パフォーマンスイメージ

https://youtu.be/F0G7oh9EveY

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%AB%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%81%AE%E7%AA%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%97%E3%82%83%E3%81%B9%E3%81%8F%E3%82%8A007
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BD%9C%E5%85%A5!%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%B8%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E6%9B%9C%E6%9B%B2
https://ja.wikipedia.org/wiki/TBS%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9B%9C%C3%97%E8%8A%B8%E4%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E6%9C%9D%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/BS%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88TV
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%B1%E5%94%B1!%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%BC


漫才・ものまね 
横山ひろし　師匠 生年月日 1947年1月19日

出身地 愛媛県今治市
血液型 O型
身長 162cm
体重 65kg
靴サイズ 24.5cm
趣味・特技 ものまね(五木ひろし他) ・

カラオケ・釣り

おしゃべりと・ものまねの大爆笑

ものまね 
・美空ひばり・五木ひろし・森進一 
・美川憲一・和田アキ子　その他

https://youtu.be/vNgdmeqXjzM

パフォーマンスイメージ



ものまね芸人・お嬢ちばり
大分在住

九州・大分からの交通費・宿泊費が別途必要

日本が生んだ昭和に歌姫、美空ひばりさんが残してくれた名曲の数々を、 
ものまね界の歌姫お嬢ちばりが、抜群の歌唱力と面白トーク、 
愛と光と歌に託して、笑いと感動と癒やしのステージをお届け致します！ 

芸名：お嬢ちばり　　8月6日生まれ 
芸歴：ものまね歴20年・芸能活動37年 
経歴：大分県津久見市出身。 

4歳から始めたピアノをキッカケに音楽の道へ、 
高校時代には独学でギターを始め、 
オリジナルの曲で念願の“スター誕生”決勝大会に進む。 
果たせなかった歌手デビューの胸に単身上京。 
昼夜を問わず唄と踊りのレッスンを経て 
ミュージカル女優として初舞台を踏む。 

1991年 
クラブ歌手として東京都内・横浜を中心に活動 
1995年 
知人の薦めで“フジテレビものまね番組”オーディションに合格、 
熱演賞をキッカケに“亜似鈴♪（あいりん）”として 
本格的にものまね活動を始める 
2006年 
美空ひばりさんの歌に魅せられ、ひばりさんのソックリさん 
“美空ちばり”として活動 
2007年 
“お嬢ちばり”と改名 
～現在四国愛媛を拠点に全国へ活動中主なレパートリー 

美空ひばり・松田聖子・山口百恵・ 
ホイットニー・ヒューストン 
マライア・キャリー



パフォーマー＆マジシャン　マーキィ マジックとバルーンショーの融合は必見 

その男はクラウン（ピエロ）の 
衣装をまとったパフォーマー♪ 
その舞台は「笑い」、「驚き」、「感動」 
の三拍子の味わい♪ 
まさに、トリプル・クラウン！ 
三ツ星の大注目タレント（才能）です☆☆☆ 
   
■□■レパートリー■□■ 
・バルーン・大道芸・マジック

パフォーマンスイメージ

https://youtu.be/mYL_pmyYfQM



コメディエンターティナー 
Mr.オクチ

ニュージーランドで大道芸を始め、1995年「逆輸 入 パフォーマー」として日本デビュー。  
魅せるショーだけではなく、観客参加型のスタイ ルは爆笑と感動の内容です。  
バラエティにとんだ演技は年代を問わず好評を 博しています。 レパートリーは多彩で、 
学校公演では90分のワン マンショーを行う事もあります!

[一人獅子舞] 
[和風イリュージョンマジック] テーブル浮揚/人体浮揚/ギロチン/人体剣刺し 
[和風ステージマジック]ロープ/リング/カード/スポンジボール/ステッキ/シルク/タバコ/コイン/ボトル 
[和風ジャグリング] お手玉(ボール、リング、クラブ、ナイフ、火の棒)/ディアボロ/タッキングシガー/ 
デビルスティック 
[和風バランス芸] ローラーボーラー 
[和風古典芸] 皿回し/大こま回し/こまの糸渡り/けん玉

【パントマイム】[話さずとも伝わるパフォーマンス] 
見えない壁や、ロープがあったり、無いはずのエスカレーターを昇ったり降りたり、 
カバンか浮いたり重たくなったり、言葉を使わな 
いハイテクニックパフォーマンス。 
【マジック】[誰もが楽しめる定番ジャンル] 子供たちには物が消えたり現れたり、 
大きくなったり小さくなったり、色が変わったりする分かりやすいマジック。  
大人には空中に物が浮いたり、剣を刺したりする危険なマジック。 
お客様にお手伝いをして頂くコメディマジックや、  
目の前で行うテーブルマジック等も大人気です。  
【魅せるジャグリング】中国コマ、ボールジャグリング、、皿まわし等で、 
アグレッシブに観客を楽しませます。  
【イリュージョンマジック】[驚きと感動の大迫力エンターテイメント]  
アシスタントの女性が消えたり、現れたり、体を切断されたり、 
浮いたりする大掛かりなマジックです。 大人数のお客様や、 
大きな会場でも楽しんで頂ける迫力の内容です。  
【バルーンアート】[小さなお子さまも一緒に楽しめる] 細長い風船をねじって、 
組み合わせて様々な形の動物やキャラクターを作ります。  
何が出来るか興味津々の子供たち、 
小さなお子さまには必ず喜んでもらえるパフォーマンスです。 

https://youtu.be/tWEuzjjMe-Q

パフォーマンスイメージ



《和妻の演目ご提案》　2名30分構成 
【華の舞】 
舞姫が妖艶に踊りながらどこからもなく沢山の傘や・面・花を出現させる華やかな演舞 
【日本蒸籠】 
不思議な桐箱から次々とおめでたい品々が飛び出す驚きの技 
【輪抜け】 
きつく縛った両手をなぜか輪や刀がすり抜ける！お客様参加型の盛り上がる奇術 
【獅子舞】 
世を祝い幸せを呼ぶ縁起ものである獅子が賑やかに舞い踊る！ 
【剣刺しイリュージョン】 
小さな箱に入れられた舞姫に、何本もの剣が刺されていく…姫の運命やいかに⁉

成瀬 朝香

名古屋からの往復交通費＆（宿泊費が必要）

おめでたい構成になってます。おすすめです



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



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



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



その他スポーツOB

その他・プロ野球関係者 
栗山英樹（元北海道日本ハム） 
斎藤佑樹（北海道日本ハム） 
杉谷拳士（北海道日本ハム現役選手） 
達川光男（元広島東洋カープ)　　   
桟原将司　(元阪神タイガース）　    　　 
黒木知宏（元千葉ロッテマリーンズ）　　    
高橋慶彦（元広島東洋カープ）         
片岡安祐美（茨城ゴールデンゴールズ）　 
中畑　清（読売巨人軍）　　　　　　　 
掛布雅之(元阪神タイガース) 
山田久志（元オリックスバッファローズ 
福本　豊（元オリックスバッファローズ 
デーブ大久保（元西武ライオンズ）　　 
桧山進次郎(元阪神タイガース)　　　　

女子プロゴルファー 
諸見里しのぶ　 
大江香織　 
一之瀬優希　 
佐伯三貴

☆陸上関係者　 
千葉真子　 
有森裕子　 
谷川真理　 
野口みずき

☆バレーボール関係 
三屋裕子　 
益子直美　 
大林素子　 
竹下佳江

☆サッカー関係 
澤穂稀　 
丸山桂里奈　 
大竹奈美

☆スケート 
村主章枝　 
八木沼純子

☆テニス 
杉山　愛　 
沢松奈生子

☆レスリング 
浜口京子　 
吉田沙保里　

☆ボクシング 
長谷川穂積　 
亀田興毅　 
亀田大毅　

☆ものまね芸人 
谷村仁司　 
セニョール玉置　 
美川憲二　 
ゆうぞう　　　 
安陪里律子　 
英二　 
俵山栄子　 
みはる　 
こんちはる 
アントキノ猪木

☆落語家 
三遊亭圓楽　 
林家木久蔵　 
春風亭昇太　 
林家正蔵　 
三遊亭小遊三　 
林家たい平 
林家三平　 
三遊亭好楽　 
林家木久扇　 
三遊亭好太郎　 
三遊亭楽大　 
桂竹丸 
春風亭柏枝　 
春風亭勢朝　 
笑福亭べ瓶

☆寄席芸人 
おぼんこぼん（漫才コント) 
マギー司朗　 
ふじいあきら（マジック） 
ナポレオンズ（マジック）　 
コント山口君と竹田君（コント） 
テツ＆トモ（バラエティコント）



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


