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アユートキャスティング 
プロフィール関西タレント

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/7r5XLgMbBaAパフォーマンスイメージ https://youtu.be/B9mg1VHArZU

限定公開 
転送禁止



ものまね芸人・ぬまっち

ものまねイメージ

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

限定公開 
転送禁止



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。 

 パフォーマンスイメージ
https://youtu.be/OH7CWzy2blw

関西在住

限定公開 
転送禁止

https://youtu.be/OH7CWzy2blw


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

限定公開 
転送禁止



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 

ミスマッチものまね　イメージ
https://youtu.be/Ze0iHLlVshA

限定公開 
転送禁止

https://youtu.be/FJAcnvudzaQ


ものまね芸人・金井ドライバー

https://youtu.be/Mv8zPR1WdYA
ものまねイメージ

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 

限定公開 
転送禁止

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



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/_900kci_Vvk

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


関西在住

パフォーマンスイメージ
https://youtu.be/ZVNM_2WzApE

『キングオブポップ』の代名詞、マイケルジャクソンの遺伝子を 
受け継ぐマイケルジャクソンのインパーソネーター、 
マイケルジャクトン、マイケルの没後、彼の類い稀な 
パフォーマンスの影響を受け、2015年より自ら次世代の 
マイケルとして、多方面に活躍。 
メディアや雑誌、新聞にも取り上げられ多くの芸能人や有名人とも 
コラボを実現。 
 
USJではゾンビダンサーとしても活躍しました。 
企画ライブ、企業イベント、各種パーティー、結婚式、二次会、 
サプライズゲスト等で、マイケルジャクトンのパフォーマンスは、 
全ての人を魅了しています。 
ニューヨークにも修行の為、渡米し、ニューヨーカーをも驚かせ、 
帰国後、益々磨きの掛かるマイケルジャクトンから、目が離せません！

Michael Jackton マイケルジャクトン





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



プロ野球ものまね芸人・カネモッチ

関西在住



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＆夫婦漫才  横山ひろし＆春けいこ

夫・ひろしは漫才コンビ「横山たかし・ひろし」で 
妻・けいこは漫才コンビ「春やすこ・けいこ」でそれぞれ活躍。 
1982年に結婚し、長女をもうける。 
講演会では、更年期障害によって自殺まで考えるほど 
症状が重くなった妻を支えてきた日々、 
夫婦二人三脚で乗り越えた奮闘の日々を中心に講話する。

【横山ひろし】 
1947年1月19日　愛媛県出身。 
1968年、横山たかしとコンビ結成し角座にてデビュー。 
「第22回上方お笑い大賞」金賞、「第29回上方漫才大賞」 
大賞を受賞するなど活躍。  
  
【春けいこ】 
1958年7月4日　大阪府出身。 
1976年、春やすことコンビ結成し漫才界の 
ピンクレディとして人気を得る。 
1982年、横山ひろしと結婚。 
1985年、長女を出産し、その後は講演活動に力を 
入れて活躍。 

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



３７）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

https://youtu.be/mYL_pmyYfQM

パフォーマンスイメージ

和・洋　マジシャン 
           酒匂悠希（SAKOH）

和も洋もどちらでもできる 
洋のファイヤーマジック第1人者 
プロフェッサー・サコーを父に 
古典奇術水芸の継承者・秋月小夜 
を母に持つマジック業界の 
サラブレッド 
ステージマジックを得意とし、 
父と母から継承された炎と水を武器に 
クラシックなスタイルを継承している

パフォーマンススタイル
https://youtu.be/5b81_i20aYI 

https://youtu.be/5b81_i20aYI


テレビなどでも大人気のミスターシン 
年齢,出身,その他いっさい不明。 
プロも驚くマジックと、 
すばらしい話術の！ 誰もが惹きつけられるオーラの持ち主 。 
「勇気と感動を捧げたい！」を座右の銘に 
Mr.ビーンやチャップリンのような 
エンターテナーになるために日々、挑戦し続けてている。

マジシャン・ミスターシン
ハイレベルな「マジック」とレバートリー200以上の 
「ものまね」をコラボレーションさせ、より演出をより楽しくさせる 
「ものまねマジック」 
【マジック】 
カードマジック・ルクテッドモーシン・クロースアップマジック 
テーブルホッピング・イリュージョン等  
【ものまね】 
中尾 彬・前田 吟・えなり かずき・山下 清・芦屋 雁之助 
笑うセールスマン・大滝 秀治・美川 憲一・いかりや長介 
竹内力・麻生太郎・水谷豊・平泉せい・等

【メディア実績】 
・現在 《ミスターシンの大阪ラヂオ》で冠番組として毎週(水)深夜11時30から ラジオ大阪1314Hz  
《ミスターシンの魔法の時間》で冠番組として毎週(水)夜9時から　 
ラジオ岸和田79.7Hz　（再放送：毎週土曜深夜１１時） 
・ 雨上がり決死隊司会、ABC朝日放送「雨上がりのやまとなぜ？しこ」マジシャンとして出演 
・南海キャンディーズの山里亮太司会の番組読売テレビ【もってる!? モテるくん】にマジシャンとして出演  
・東野こうじ司会の番組関西テレビ【ギョクセキ】に物真似マジシャンとして出演  
・新ミナミの帝王　判官役として出演  
・映画出演 龍が如く、カラオケ、ヤンママ愚連隊、ファイトガールズ  
・奈良健康ランドＣＭ　出演  
・ジュージャカルチャー　マジック＆メンテナンストーク術　講師  
・2009、2010年の2年連続東住吉区成人式にてマジックショーに招致される 
その他　多数‥



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



マジシャン・魔ほうの愛華

長身で美しい容姿に「魔法使い」の衣装や「和装」「洋装」と 
様々なコスプレでファンを魅了します！ 
  
ロッテアイスクリームCM出演の経験もある関西トップクラスの 
女性マジシャン！マジックのネタは１００種類を超える。 
  
■□■テレビ出演歴■□■ 
「目覚ましﾃﾚﾋﾞぐるっと関西」「ﾛｯﾃｱｲｽｸﾘｰﾑCM」 
「NHK鹿児島」「NHK宮崎」「NHK大阪」 
「幸せボンビーガール・日本テレビ」等 
  
■□■受賞歴■□■ 
「日本奇術協会賞・2002年」 
  
■□■レパートリー■□■ 
・サロンマジック・クローズアップマジック

https://youtu.be/Rs9yFkmBhtk

パフォーマンスイメージ



マジシャン　キタノ　大地

華麗な技と巧みなトークと見る人を魅了させる 
ステージングは必見！です。 
現在、社団法人日本奇術協会関西支部・事務局長、 
関西芸能親和会・理事、日本赤十字大阪芸能奉仕団・ 
理事を務める。

■□■レパートリー■□■ 
・テーブルからイリュージョンまで洋風、和風OK！

https://youtu.be/Rs9yFkmBhtk

パフォーマンスイメージ



イリュージョン　キタノ大地＆魔ほうの愛華

■□■レパートリー■□■ 
・テーブルからイリュージョンまで洋風、和風OK！

https://youtu.be/Rs9yFkmBhtk

パフォーマンスイメージ



マジシャン・ミスターリンク 〇本名・木下 兼次 
〇マジシャンネーム・ミスターリンク 
〇1973年生，O型 

12歳の頃より独学でマジックを始め、 
マジック歴は30年、 
現在はマジックディーラー（実演販売）を中心に、 
手品教室講師．マジックショーの出張など幅広く活動。 
コメディタッチのマジックを得意とし、 
コミカルなトークを交えながらマジックをするスタイル。 
例えるなら、マジック界の大御所マギーしろう氏。 
おもしろおかしなマジックをまた見たい（また会いたい）と 
思える心に残るマジックを心掛けております。



Professor Sakoh
プロフェッサーサコー  

マジシャン　

宮崎県出身 
マジック業界で、その名を知らない者はいないほど 
世界的に活躍している有名なマジシャン 

1977年、IBM世界大会(ワシントンD.C) 
PCAM大会(シアトル) 
TAOM大会(オースティン)、3大会のステージ部門で優勝し 
一躍全世界にその名を知らしめる。 
同年、アメリカ ハリウッドにある 
マジックキャッスルにてプロデビュー。

クロースアップからステージマジックまで幅広いレパートリーを持ち 
特にオリジナルのファイヤーマジックや数十種類の 
オリジナルカードテクニックは世界的にも有名で高い評価を受けている。 
 
近年は、長年のキャリアで培った豊富な知識と経験を武器に 
マジックの原点に戻り指先のテクニックのみで演じる熟練芸を 
更に追求し数人から数千人、子供から大人まで幅広い客層を楽しませてい
る。 
国内TV 花王名人劇場(フジテレビ)、カトケン(TBS)等レギュラー出演 
有名ホテルのディナーショー、キャバレー、大型リゾートホテル公演多数 
 
フランス パリにあるオランピア劇場をはじめ 
イタリア、スイス、ドイツにてTV出演を含め公演多数。 
 
日本人史上初のラスベガス単独公演を含む全米23都市公演  
・国内外有名タレント、シンガー等へのマジック振付、指導も多数行う



Sayo　akitsuki

秋月 小夜

和妻師　 父 松旭斎 天暁  
母 光子の長女として生まれる。 
 
マジシャンである父と母により 
幼少期より 
マジックの指導を受ける。 
 
15歳の時に、 
アメリカ サンフランシスコにある 
レストランシアター KABUKIにて 
松旭斎 天花師の 
水芸後見としてデビュー。 
同年、松旭斎 小夜としてプロデビュー 
 
1974年に松旭斎 天洋師より松旭斎のお家芸 「水芸」を 
伝承され正式な継承者となる。 
その後プロフェッサー・サコーと共にSAKOH&SAYOとして 
欧米をまわりイタリア、スイス、ラスベガス等、 
ビッグステージで水芸を披露する。 
 
この時より、秋月流水芸を創作 名を秋月小夜と改名。 
オレたちひょうきん族（フジテレビ） 
笑っていいとも（フジテレビ）等TV出演 
国内有名ホテルのディナーショー等公演多数 
有名タレント、歌手へのマジック振付、指導も多数行う。



腹話術＆マジシャン　ニッシャン

作品は上級ランクのものばかり。 
異色タレント「ニッシャン」の爆笑ステージ！ 
　お正月、各種行事、お祭、イベント会場、 
ステージョー、パーティー、余興敬老会など、 
さまざまなイベントでお任せ下さい。 
  
レパートリー 
腹話術、マジック、バルーンアート 
ジャパネットたかた社長、ヤッターマン 
桑田圭祐、出川哲朗、志村けん、森進一、 
ぶらり途中下車、ディズニー、武田鉄矢、コウメ太夫 

主なイベント出演歴 
ものまね・アラジン 
子供会、老人会、お祭り等各種イベント

腹話術からマジック、バルーン更には、ものまねまで！

https://youtu.be/K58egbuWHXA
パフォーマンスイメージ　



コメディ＆ 
和風エンターティナー 
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



マジシャン・ジョニーけんちゃん
ジョニーワールドへようこそ！ 
長身にサングラス、一見近寄りがたい雰囲気と思いきや… 
ステージが始まれば一転！テクニックとトークで魅了します。 
  
 ■□■レパートリー■□■ 
・サロンマジック・クローズアップマジック・ステージマジック



♠MAGICIAN TOKI♠
６歳から独学でマジックをはじめ22歳でプロデビューを果たし、マジックの世界大会や国内大会で数々の賞を受賞。 
テレビにも取り上げられ今もっとも注目されている若手マジシャンの一人。  
目の前で行われるトランプやコインを使ったテーブルマジックから大掛かりな道具を使ったイリュージョンマジックまでこなす実力派。 
そのパフォーマンスは年齢、性別、国籍を問わず大人気！ 
甘いマスクと華麗なマジックで舞台を盛り上げます！



日本全国で活動する女性だけで構成された、本格派イリュージョングループ。  

イリュージョンの完成度はもとより、音楽センスや演出等にも定評がある全国的に人気の高いグループです。  

近年某TV特番では『日本を代表するNo1イリュージョニスト』として取り上げられ、番組内では 『和』と『イリュージョン』を 

融合させた『和リュージョン』と言う新しいマジックスタイルを世に送り出しました。  

普段は様々な空気感のマジックスタイルを織り交ぜ公演をしておりますが、上記『和』の構成も人気です。  

日本国内の活動だけではなく海外にも 

積極的に目を向け、中国でのツアー公演や  

インドネシアでの公演等、 

演技を通して言葉の壁をも乗り越える 

活動を続けています。  

『ショーの完成度』『美しさ』 

『お客様の満足度』 

全てにおいて常に『100点満点』で 

有る事 そしてそれを守り続けながらも 

常に進歩して行く努力を忘れない事を  

メンバー全員いつも心に刻み 

活動をしています。 

Lumiere du Soleil PROFILE



バルーンパフォーマー　　レイ 元美容師の肩書きを持つＭＡＹ 
大道芸に興味を持ち、プロデビューを果たした。 
バルーンアーティストとしての才能をいち早く発揮し 
ＭＡＹの持つ可愛い笑顔と不思議な空気で大人も子供も惹きつけます。 
女性バルーンパフォーマーとしては国内トップクラスを誇り 
バルーンのレパートリーは200 種類以上、大きな作品を得意とす。 
☆バルーンショー☆ 
曲に合わせ風船とは思えないような作品を作り上げます。 
  
 作品は上級ランクのものばかり。

2017　全米グランプリ　　　　優勝 
■Twisters2014　 Twist15部門　 準優勝 
■Twisters2014　OneBalloon部門　 3位 
■天満天神街道芸祭2014　　特別賞 
■シークルパフォーマンス2015　準優勝 
■天満天神街道芸祭2015 　優秀賞 
■ラグーナマーメイド 2015 　準優勝 
■アリオ鷲宮大道芸12月大会　優勝 
■天満天神街角芸祭2016 準グランプリ 
■宇治大道芸コンテスト2016　ちはや姫特別賞 
■天保山ワールドフェスティバル　優勝（ＭＶＰ） 
■スゴ技バトルコンテスト　　準優勝 
■Sarumede（ヨーロッパ）　ベスト８　入賞

２０１７・２０１８年 
バルーン世界チャンピオン

メイ　パフォーマンスイメージ動画 
https://youtu.be/f_Z9vVBh8yg

https://youtu.be/f_Z9vVBh8yg


バルーンパフォーマー　・　キャサリン
風船を作り出すと「何が出来るんだろう・・・」と 
不思議な目。 
出来上がると「うわぁ～。すごい！！」と 
笑顔で喜んでくれる。 
そんな皆の笑顔に囲まれての 
お仕事って最高に楽しいよ♪ 
もっとたくさんの笑顔に 
会いたいなぁ～☆ 
2022年度バルーンアート 
全国大会パフォーマンスコンテスト優勝

パフォーマンスイメージ
https://youtu.be/Ye9oMPPU-cE



歌のお姉さん＆バルーン 
あい あいの大好きなミュージカルソングとバルーンの世界☆  

素敵な曲に合わせて歌ったり踊ったり、ステージはまさに 
ミュージカル♪  
そして長―い風船も登場します！  
とってもキュートでスウィートなショーをお届け致します♪  
 うたのお姉さんあいのお歌の 
コンサート。  
2 歳～6 歳対象、園児さんや親子で楽しめるコンサートです♪  
こどものうた、童謡など。手遊びやダンスを加えて進めていきす！ 

パフォーマンスイメージ
https://youtu.be/5VyagwsEfs0



CLOWN ピエコロ
生駒から誕生した ‘笑顔の配達屋さん’ クラウン(道化師) ピエコロ。 
 出会った瞬間 ”夢の世界” わくわくとドキドキをお届けします。  
笑顔が地球を救う!と信じて活動中。 

【5分~30分のショー】  
●ジャグリング /(スリーボール・皿回し受け取りゲーム など) 
●バルーンアートショー  
●パントマイム/(あれれ?カバンが動かない!!) 
●びっくりマジック  
●クラウニング/(トランペット演奏 (あれれ?音がでない?!)/帽子はどこだ?? /などなど  
○人間ビッグバルーン(風船の中にはいっちゃった!?) 
○絵本読み聞かせ  
○一緒に遊ぼう(シャボン玉の中に入っちゃおう!風船の輪を飛び越えよう!)  
【グリーティング】 会場の皆んなに挨拶をしながら練り歩き、バルーンをプレゼントしたり、 
相手を 笑わせるような小ボケをして 笑顔を作って行きます。  
●会場賑やかし、あいさつ回り 
●バルーンアートプレゼント 
●お客様との写真撮影 
【音楽隊とのグリーティング】 
アコーディオン奏者、サックス奏者、ギター奏者、トランペット奏者にバイオリン奏者 
楽しい音楽とピエコロのダンスやパフォーマンスで会場の空気は夢の世界。

<TV出演>  
☆奈良テレビ "ゆうドキ!"  /☆NHK "奈良ナビ!"  ☆NHK"ぐるっと関西"  

<ラジオ出演> 
奈良ドットFM /奈良ドットFM サンデーカーニバル  

<イベント出演>  
☆SUBARU 香芝店奈良店 ☆ソフトバンク 香芝店 出演 
☆近鉄リフォーム展示場 イベント あべのハルカス 
☆生駒せせらぎホール ☆ISTAはばたきホール☆橿原市民ホール  

☆新日本海フェリー 京都 舞鶴~北海道 小樽 行き フェリー内 
☆伊勢住宅 店内☆フィオーレ ヘアーファッションショー 舞台演技 
☆ニャンコレクション 演劇 ☆奈良香芝産業展 出演 
☆ルシェルシュ マルシェ 企画 ☆"Bonds" イベント 主催企画 
☆ポケットマルシェ 舞洲☆けいはんな記念公園 
☆馬見丘陵公園 イベント☆アースデイ奈良 イベント 
☆神様からのプレゼント舞台主演☆アピタ精華台店 
☆いこママブラスバンド定期演奏会ゲスト出演(舞台構成) 
☆えんとつ町のプペル 光る絵本展in奈良 /読み聞かせ宣伝隊長 イメージキャラクター 
☆イオンモール東大阪店、島根県出雲店、兵庫県加西北条、 
　りんくう南泉北店、高の原店etc

<主催公演> 
チャリティー イベント "Going the extra mile" 主催企画 出演  
岩佐麻里子ワークショップ 主催   
ロネ&ジージ ゲスト主催公演  
【ゆかいな仲間がやってきた!クラウン カーニバル】主催公演  
舞台演劇パフォーマンス「さがしもの」主催公演 

【結婚式出演】 
演出/ウェルカムドール/ショー/ゲーム進行 
※結婚式は、会場打ち合わせから お2人のご希望の演出まで  
最高の記念日になります ようにご相談させて頂きます。 
また内容提案もさせて頂きます。 



ジャグリング・パフォーマー　 
               ここあ

ジャグリング総合　日本一 
世界大会ボール部門　優勝

https://youtu.be/c1_SaL_6HuE

世界大会優勝、NPO日本ジャグリング協会にてお仕事 

念願のアメリカの全米大会にてボール部門で優勝。 

帰国後は「大会審査委員長、ゲスト出演、海外ステージ舞台統括、 
国内ゲスト調整、講習会、ビデオ撮影班、ゲストビデオ編集」など精力的 
に協会のお仕事をボランティアで引き受ける。ジャグリング教室を主催したり、 
イベントを企画したりで、この頃から人の輪が急速に広がる。 

WJDin大阪（ワールドジャグリングデイ）という２日間で700人以上のジャグラーが 
毎年参加する無料のイベントを立ち上げるなど、お世話になったジャグリング界 
への貢献も忘れていません。若手や後輩達の指南役としても悪戦苦闘中。 
 

*ジャグリング協会関係経歴 
-JJFボール競技会1位（2001年） 
-JJFチャンピオンシップ個人部門1位（2002年） 
-JJFナイトショー出演（2006年） 
-JJFチャンピオンシップ審査委員（2007年） 
-JJFゲストステージ統括、映像編集（2008年） 
-JJF国内ゲストブッキングマネージャー、カメラ班（2009年） 
-JJFチャンピオンシップ審査委員(2010年） 

*ジャグリング歴 
-ジャグリング歴11年 
-プロパフォーマー 
-IJA( 国際ジャグラー協会)道具別競技会ボール部門 
　　　　　世界チャンピョン 1位（2007年）

パフォーマンスイメージ



関西LEDパフォーマンスユニット 
        Ark = Sun（アーク = サン)

‒ 光の方舟 ‒ 

音楽に合わせて最新のLEDアイテムを用いた「光」を操るエンターテインメントを
お届けします。 
世界大会優勝のジャグリング、大道芸、ベリーダンス、ファイヤーダンスなどの各
分野の 
スペシャリストによるメンバー構成。(2～10名) 
一流ホテルでのディナーショー、記念式典、企業パーティー、大型客船内での 
定期ステージショーなど数々のイベント出演をこなす。 
ショーを魅せるだけのアートにとどまらす、大道芸やパフォーマンスショーで培っ
た 
楽しいトークやエンターテイメントを交えてのショーは子供から大人まで 
会場が一体となって盛り上がります。 
大規模なパフォーマンス実績 
・いざなぎ神宮 2017 
・VAMPS（ラルクアンシェル）舞洲Live 2016 
・名村造船所ミュージックサーカス 2015 
いずれも数千人規模のイベントステージをこなす。 
メインのメンバー構成は4～8名で、2人組ユニットから最大で10名以上の 
構成までご対応可能です。 
演出などはご遠慮なくお申し付けください。例えばLEDの画像プログラムなどは 
1件1件お客様とご相談のうえ作成させていただいております。 
プログラムや演出は全て我々にお任せでも大丈夫です。

https://youtu.be/1Gndamsgnr8

関西LEDパフォーマンス 
               アークサン　イメージ

関西LEDパフォーマンス 
               アークサン　3分イメージ
https://youtu.be/Ucc0kVOeHgk



腹話術　　★福 小介★(ﾌｸ ｼｮｳｽｹ) 全日本あすなろ腹話術協会　本部会長　師範  
松竹芸能　道頓堀『角座』　ゲストでレギュラー出演中！ 
FM MOOV『KOBE FUNKY TOWN』 
毎週水曜7：30～レギュラー生放送中！

全時空を超えた…腹話術？最先端スーパーボイスパフォーマンス！ 
奇怪？複雑な時間差ボイス＆エコーボイス 
口を開けたまま？破裂音での早口言葉！？術者と人形が同時に歌う？ 
ボイスパーカッション腹話術 
滑る踊る腹話術人形！ヒップホップダンス＆ローラー腹話術 
未だかつて見たことがない超最先端エンターテーメントショーを展開！

９歳の時、父の影響で腹話術を始め、すぐに学校行事のなどの人前でよく演じた。 
１６歳でローラースケートに目覚めプロを目指す。１８歳でフジテレビ・関西テレビ 
主催のミュージカル 「スターライトエクスプレス」のプロモーションチームに合格！ 
芸能活動をスタートさせ、光GENJI・チャゲ＆飛鳥のバックダンサーなどを勤める。 
１９歳で吉本興業で隼ジュン師匠のもと、ローラースケートでＮＧＫや梅田花月に 
プロスケーターとして出演する。第３回ローラーダンス全国大会で優勝、日本一になる。 
２０００年NHK紅白歌合戦に“SMAP”のバックダンサーとして出演！ 
大阪ドーム６万人の“キンキキッズコンサート”オープニングステージなどの大舞台 
も数多く出演している。また、腹話術では 現在、父が理事長でもある、全日本あすなろ 
腹話術協会（全国会員数２,２００人）の本部会長を勤める。全国各地のブロックや支部 
での腹話術研修会を開催し、腹話術師の育成、技術指導を行っている。また、商業施設の 
イベントやホテルのショー、保育園、幼稚園、老人介護施設や障がい者の 
養護施設などへの慰問、 
テレビ・ラジオの出演も数多く行っている。

★主なテレビ＆ラジオ出演★ 
フジテレビ『ＦＮＮニュース』(国際コメディーフェスティバル） 
よみうりテレビ『ニューススクランブル』　・大分朝日放送『スーパーＪチャンネル』　 
ＮＨＫ総合『あほやねん！すきやねん！』生放送出演（関西ジャニーズＪｒに腹話術指導） 
よみうりテレビ『ピーチ流！』　・よみうりテレビ『大阪ほんわかテレビ』 
日本テレビ『ズームイン！ＳＵＰＥＲ』　・ラジオ大阪『むっちゃ元気スーパー！』  
よみうりテレビ『かんさい情報ネットTen!』・フジテレビ『爆笑ものまね紅白歌合戦ＳＰ』 
姫路ケーブルテレビ『ぶらばん』『地域のテレビ』・朝日放送『このへん！！トラベラー』 
ＮＨＫ『ぐるっと関西おひるまえ』・ＮＨＫ『ニュースＫＯＢＥ発』 
毎日放送『ポテトなじかん』・関西テレビ『よ～いドン！』となりの人間国宝 
フジテレビ『追跡！リアルスコープ』・ラジオ関西『谷五郎のこころで聞くラジオ』 
さくらＦＭ　ＡＭＹ ＳＨＯＷ・よみうりテレビ　朝生ワイド『す.またん！』 ZIP 
ＮＯＴＴＶ　notty★live『学びのコンシェルジュ』  
関西テレビ　よ～いドン　お正月スペシャル！ 
よみうりテレビ　しのぶの Go! Go! Happines！ 
よみうりテレビ　ハピFes!!・テレビ東京　ヴァンガ道 
キューサイCM　コラリッチＥＸ・Ｊ：ＣＯＭ　おちゃのこＳＡＩＳＡＩ 
サンテレビ　神戸まつり・ラジオ関西　羽川英樹 ハッスル!　 
テレビ東京　モヤモヤさま～ず・日本テレビ　嵐にしやがれ　(※番組に松潤さんの講師として出演) 
朝日放送　なるみ・岡村の過ぎるＴＶ（※岡村さんに腹話術指導とデモで出演） 
ＮＩＢ長崎国際テレビ　NEWS EVERY・文化放送『福井謙二 グッモニ』 
ＴＢＳ水曜日のダウンタウン（いっこく堂さんに続く、日本第2位の腹話術師として紹介） 

ラジオ大阪『モーニングライダー！藤川貴央です！』・BSジャパン　  
あぁ懐かしい！昭和のベスト演芸27  
関西テレビ放送　ますだおかだの『オモログ』・Kiss FM KOBE「KOKO➝DOKO!?」 
日本テレビ　沸騰ワード10・J:COM　神戸人図鑑 
eo光チャンネル　『ゲツ⇒キン』・ラジオ関西　ばんばひろふみ　 
ラジオでしょー

https://youtu.be/GtXhGL_Ror8
パフォーマンススタイル



日本各地・海外で飴細工ショーをしています。  
児童施設、学校、福祉施設、高齢者施設、商店街や商業施設、展示会、 
企業の福利厚生、教育関係、地域の活性化、国際交流、レクリエーション等、  
どこでも人気の女性らしい可愛い飴細工を作ります。  
化学大好き元バイオ技術師、変わった経歴だけど、 
優しいトークとコミュ ニケーションを大切にしたパフォーマンスで、驚きの技術を披露します 

飴細工師 minori 

◆飴細工ショー◆ 1ステージ 30分  
※時間・内容はご希望により調整できます。  
※屋内イベントなどで火気厳禁でも OK。  
電気で飴を保温します。 

歌いながら飴細工を作るショーは、  
世界でも私だけのオリジナル!  
「ごあいさつ、できるかな?」 
「ありがとうって大切な言葉」 
「パパやママ、みんなに感謝してい るかな」 
「いつだって、ひとりじゃないよ」 
「見えないものをみよう!思いやりの心で」など、 
あたたかいメッセージを楽しいショーの中で 
子供たちに伝えています。 

「手話」を交えた飴細工ショーも大好評♪  
飴細工に出てくる「色」や「動物」、 
「ありがとう」などの手話を みんなで 
楽しくやってみませんか?  
飴細工を作りながらすると印象に残るので、 
あっという間に覚えられます。  
ゲームや手遊びをする感覚で小さな子供たちも大喜び!  
手話に触れることにより優しい気持ちや、 
自分と違う状況にある人々を思いやる心を育みます。 

◆メディア◆  
関西テレビ「よ~いドン」、 
ABC 朝日放送「ココイロ」、 
神戸新聞、神戸新聞明石版、 
河北新報、サンテレビ、 
明石ケーブルテレビ、J:COM 
ラジオ大阪、 
三木市 FM みっきぃ、 
大阪岸 和田ラヂオきしわだ、 
神戸長田 FM わぃわぃ、 
西宮さくら FM、BANBAN ラジオ、 
宮城県 FM 石巻、 
岐阜県 FMPiPi、愛知県 FMJwave、 
Dジャーナル、 
地域情報誌ともも、SBSラジオ(豪州)、 
ラヂオきしわだレギュラーパーソナリティ 
「飴細工師 minori の昼ドキッ!」  
「飴細工師 minori の宝物みぃ~つけた」 

◆出演・公演◆  
国立明石工業専門学校学園祭、東京トラベル懇話会パーティー、 
東京上野ライオンズクラブ イベント、早稲田スコットホール愛縁ライブ、 
新潟県バローショッピングモール、福井県村 田製作所イベント、 
伊丹市立こども文化科学館、伊丹市立女性児童センター、 
伊丹スポーツ センター、三木社会福祉協議会、明石市立天文科学館 
、明石市職員労働組合、垂水青少年育 成協議会、稲見町立天満南幼稚園、 
西宮市立西宮浜小学校、明石市立鳥羽小学校、芦屋市立 精道小学校、 
浜坂観光協会、南淡路手をつなぐ育成会、兵庫青年フォーラム、 
子育て支援事 業、兵庫県生涯学習センター、西宮商店街振興組合、 
コープこうべ、JA兵庫六甲伊川支店、 JA兵庫六甲平野支店、浜坂かに祭り、 
兵庫運河祭、新開地音楽祭、大阪中之島まつり、西 宮十日戎大祭、 
西宮酒蔵祭り、西宮人形芝居館一周年記念、三木市細川町夕涼み会、 
神戸市 中央卸売市場秋祭り、伊丹市木之本自治会、神戸マツダ顧客感謝祭、 
神戸マツダ神戸西店、 ハナテン徳島営業所、ダイハツ魚住店、 
ダイハツ大久保店、ネッツトヨタ福井、福井村田製 作所感謝祭、 
イオン福知山店、イオン高槻店、イオンモール八幡東店、 
神戸新聞ハウジング センター加古川住宅展示場、山陽特殊製鋼、 
明石しおさいライオンズ聴覚障害児向けイベン ト、播磨町郷土資料館、 
古法華自然公園イベント、新潟県アイダ設計、徳島県阿波海南文化村、 
香川県丸亀お城まつり、香川県桃喰う祭り、他

◆海外出演・公演◆  
ドイツ・バンベルク Bamberg-zaubert、 
フランス・パリ/サンシールロワール  
SAMURAI JAPON2013、 
韓国・ソウル フェイマンシジャン、 
オーストラリア・JAPANESESUMMER FESTIVAL、 
Gardenvale Primary School、 
JAWAVIC シニアセンター、 
Bayside city シニア センター、 
ハンティングデール小学校、 
メルボルン Japan Festival、 
Cake decorate school 特別講師、 
メルボルン日本人学校、シンガポール日本人会、 
シンガポール日本人学校チャン ギ校、 
シンガポール商業施設リャンコート雛祭りイベント、 
シンガポール日本大使館 広報・  
文化施設 JCC ジャパンクリエイティブセンター、 
タイ・シラチャ日本人祭り タイ・バンコ ク日本人学校、 
シンガポール JAPAN TRAVEL FAIR 他 



成瀬　朝香・率いる「和芸演舞団”紅”」（くれない） 
私達は、普段から 
和妻、剣舞、雅楽、巫女舞、日舞、和太鼓、獅子舞、忍術など・・・ 
和芸を得意として和文化の伝承活動をしています

成瀬　朝香（Asaka Naruse)

https://youtu.be/etd2HSqQGqk

和芸演舞団”紅” 
パフォーマンスイメージ

和妻とは？ 
日本に古来から主に口伝で受け継がれてきた伝統的な奇術の分野である。 
手妻（てづま）、品玉（しなだま）と呼ばれることもある。 
和妻に対して西洋の奇術のスタイルを 
洋妻（ようづま）ということがある。 
語源は、「手を稲妻の様に素早く動かすから」である。

出演人数で出演料は変動

名古屋からの交通費・宿泊費必要



成瀬　朝香・率いる「和芸演舞団”紅”」（くれない）

https://youtu.be/etd2HSqQGqk

和芸演舞団”紅” 
パフォーマンスイメージ出演人数で出演料は変動

名古屋からの交通費・宿泊費必要



成瀬　朝香（Asaka Naruse)
舞妓の舞　パフォーマンス

成瀬　朝香（Asaka Naruse)
花魁の舞　パフォーマンス

出演人数で出演料は変動
名古屋からの交通費・宿泊費必要



成瀬　朝香（Asaka Naruse)

花嫁舞　パフォーマンス

出演人数で出演料は変動

名古屋からの交通費・宿泊費必要



 Art Performance 
               アートパフォーマンス̶

 Colorhythm Risa   カラリズム・リサ

アートパフォーマー兼画家 
アートとダンスを融合させた独自のパフォーマンススタイルを持つ。 
巨大な白いキャンバスを、音楽に合わせたダイナミックな動きで一つの作品として 
仕上げていくのが特徴。 
 ダンス講師の経験を活かし、表現にこだわった「魅せるアートパフォーマンス」は、  
衣装、使う道具など様々な要素で観客を楽しませており、 
幅広い年齢層から支持を得ている。 
パフォーマンス大会での優勝や、ショッピングセンター、 
企業イベント出演など様々な実績を積み、  
2016年にはロンドンの「hyperJapan」へ出演。 
これが転機となり、国内だけでなく、世界にも目を向けて 
この独自のアートの魅力を発信中。 
エンターテイメント性の高いアートの形が海外にも受け入れられている。 
 中学校講師と似顔絵師の経験から、イベント企画の立案、構成や、 
その際のコミュニケーションも得意としている。 
行政や企業からの依頼にも企画段階から関わり、 
｢アートの親しみやすさ｣を提案しながら、 
アートが持つ社会の役割を追求している。  
油絵を制作するなど、画家としても精力的に活動し、定期的に個展を開催。 
 日本美術家連盟と創元会会員である古木孝幸先生に師事。 
学び続けること で常に自分の成長を意識している。

̶パフォーマンス賞歴̶ 
•2014  8月 北九州黒崎 Its show time 
                          パフォーマンスバトル 優勝 
•2016  11月 JAむなかた あんたが大賞  優勝

https://youtu.be/YHEMclVspOg
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



 フラッシュ・モブ

弊社ではお客様に必ずご満足いただく為に、 
他社ではしていない取り組みを行っております。 
その結果お客様満足度100％を維持しています。 
親身な対応、パフォーマーの選別、アクロバット力には 
自信があります。動画や口コミをご覧ください。 
  
弊社はお客様1人1人にそったフラッシュモブを企画します。 
お客様との打ち合わせ回数をより多くとり 
「安心」と「ご希望にそった」サービスを提供します。 
サプライズをしたい相手は1人1人違いますよね？ 
ならばフラッシュモブも1人1人の個性に沿って行いたい・・・ 
それが弊社のコンセプトです。 

安くてクオリティが低いやり方は決していたしません。 
誰かを心から喜ばし、ダンスに決して妥協しない。 
フラッシュモブに限らずダンサーだけのショウや、 
パフォーマンスも承っております。 

弊社ではとにかくコストを 
抑えたい方向けに、 
ダンサーに頼まない低価格プランも 
おこなっております。 
振り付け動画渡し、レッスンのみで、 
当日はお客様自身に行って頂きます。

 パフォーマンスイメージ
 https://youtu.be/N_6GCYZn5t0



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



文化人 
茶人・小早川　宗護

https://youtu.be/2ur-2lIBx-w

大手旅行代理店立ち上げメンバーである父と、 
裏千家茶道の師範である母の間に育ち、 
幼少期より抹茶を嗜む。 
海外留学の一年間を除く小学生以降の人生を、 
日本屈指の高級住宅街として知られる兵庫県芦屋市で過ごす。 

大学卒業後は小売店や飲食店の対面接客、営業職などに携わりつつ、 
従来「接客・もてなし」の現場で常識とされてきた 
接客マナーに強い疑問を抱き、 
茶道を研究する。2006年に接客教育事業をスタートさせ、 
事業を継続するかたわら大学院に進学。2011年には茶道の 
マネジメント研究から修士号を獲得、もてなしに対する思想、 
哲学をより一層深める。 

現在は茶道のもてなしを軸とした小売店の販売員教育や飲食店の 
接客者教育に携わりつつ、 
人事教育の仕組み作りなどを含めた接客にまつわる 
コンサルティングを行っている。 
セミナーは現場の管理に悩む経営者から支持されている。 
また、裏千家茶道の師範としても活躍しており、 
現在社中内の弟子数は70名程度。 

座右の銘は「創造と挑戦」。 
代表著作は「接客は利休に学べ」、２０１３年WAVE出版刊

イメージ



文化人 
花飾人・宮内　孝之

大阪府出身の母親の影響で、幼少期から花とふれあう。 
1984年 テレビ番組花製作の先生に弟子入り、 
夜は定時制高校にて勉学に励む。 
1988年 全国バラ飾人大会に出品、優秀賞受賞。 
また市場花コンテスト、優秀賞受賞。 
1992年 オーストラリアに渡り花の生産者を15カ所回り、 
花の修行に努める。 
1998年 帰国後、花の総合プロデュース会社ポチを設立。 
2006年 庭師の石原和幸に弟子入り、 
花の空間プロデュースを開始。 
2008年 ヨーロッパ各地にて修行。 
今までにない花のコラボレーション活動を模索。 
自分でいけた花を自ら撮影する写真家としても活動。 
現在に至る。

・イベント・ブライダル・花空間装飾 
・店舗にて生花・プリザーブドフラワー 
・観葉植物の小売販売 
・フラワースクールの開催 
・店舗・庭・庭園のデザイン・ガーデニング業務 
・花とお酒のコラボレーション 
・植木リース業務 
・花雑貨・家具・その他・輸入販売業務 
・店舗プロデュース・店舗コンサルタント



文化人 
己書 師範・平井　浩二

経営者の方、 
企業の営業マンの方 
・ 企画書の作成のために。（オリジナリティの創出） 
・ お礼状、挨拶状の作成のために。（手書きで作りたい） 
・ 署名に個性を出すために。 
・ 自己啓発のために。 
など

個人参加の方 
・ 年賀状や暑中見舞い等のハガキを作成したくて。 
・ アルバムの整理を自分の字で。 
・ 新しく熱中できるものを見つけたくて。 
・ 友だちづくりのために。 
・ 中には、手のリハビリのためにという人も。

コミュニケーションの多様化が進み、自分の言葉は「活字」 
となって発信されます。画一化された字体、使い回されている 
イラスト。それらで本当の心を描写できているのでしょうか。 
個々の思いを伝えるのに充分なのでしょうか。 
そんな現代だからこそ、自らの手で筆をとり、筆を走らせること 
の意味を伝えたいと考えました。『心』という個性を表現する術の 
ひとつとして、「己書」の普及を考えました。 
筆を走らせるということは、『自らの心を描き、表す』ことに通じます。
そこには、「心が筆を走らせる」楽しさがあります。 
楽しさは笑顔となって、人と人の心を繋げます。 
書が繋ぐ 心の絆。 
まずは楽しみ、そして喜んで。時代に逆行するかのような時間 
の中で、自分なりの世界観を創出していく道場です。 
「己書」が温もりのあるコミュニケーションツールとして、心の 
ふれあいと絆を生むように、己書道場は活動を続けます。

https://youtu.be/NPHFbm5MC8U

自営業の方 
・ 自筆名刺や営業用ツールの作成に。 
・ 手書きメニュー、POPの作成のために。



漫才師などを経て現在はタレント、作家として活躍中。 

2007年M-1グランプリ準決勝進出最年少コンビ「まえだまえだ」の漫才他、  
若手ライブの構成・舞台監督も担当し、その手腕を発揮。 

現在では、Ｊ：ＣＯＭ高槻の16年続いている町ぶら番組『わがまち探偵団』を始めタレントとして、 
またNHK『いないいないばあっ！あつまれ！ワンワンわんだーらんど』などの放送作家、 
更には『笑いを通してコミュニケーション力を上げよう』という講演活動など幅広く活動している。

文化人 
笑育講師　　こうのきよし



１９６７年生まれ 　ボストン・ウェントワース工科大学を卒業後、 
神戸大学経営大学院でＭＢＡ（経営学修士）、 
大阪市立大学大学院医学研究科で医学博士号（公衆衛生学）、 
カリフォルニア大学（アーバイン）医学部で解剖学修了証をそれぞれ取得。 
博士論文「魚・脂肪酸摂取とぜんそくの関係」は、 
フランス医学誌「結核と肺疾患」及び 
国際栄養論文サイト「Vitasearch」に掲載された。 
現在、医療・健康問題研究所代表、同志社大学生命医科学部講師。 
監修著書　「お米でダイエット」（出版文化社）他

文化人 
医学博士　　宮本正一 人気のセミナータイトル 

１）　認知症にならない生き方 
　　　～脳のメカニズムを知る～ 

２）　私はなぜ太るのか  
　　　～ヒトの脳はダイエットが苦手～ 

３）　医学博士の脳診断 
　　　～あなたの脳を５分で解析～ 

４）　英語脳の作り方  
　　　～１日で英語が話せる法則～



涙活師　橋本昌人



スポーツ＆タレント 
元近鉄バファローズ　投手 
村田　辰美

1952年7月9日  

秋田県横手市出身の元プロ野球選手（投手）・ 

プロ野球指導者、野球評論家・野球解説者

出演番組 
よみうりテレビ（1991年 - 1992年） 
• 劇空間プロ野球 
• まるごとバファローズタイム 
関西テレビ・フジテレビ（1996年 - 2002年） 
• 熱チュー!プロ野球　（プロ野球中継） 
• プロ野球ニュース 
• 感動ファクトリー・すぽると! 
ラジオ大阪（1996年 - 2007年） 
• 近鉄バファローズナイター 
• ラジオ大阪ドラマティックナイター 
• オリックス・バファローズ ナイトスタジアム 
J SPORTS（ - 2007年） 
• J SPORTS STADIUM

https://ja.wikipedia.org/wiki/7%E6%9C%889%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E7%94%B0%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E6%89%8B%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E9%87%8E%E7%90%83%E9%81%B8%E6%89%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%95%E6%89%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E7%90%83%E8%A9%95%E8%AB%96%E5%AE%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E7%90%83%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E8%80%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/Dramatic_Game_1844
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%94%E3%81%A8%E3%83%90%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/Enjoy!_Baseball
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E9%87%8E%E7%90%83%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%99%E3%81%BD%E3%82%8B%E3%81%A8!
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E9%89%84%E3%83%90%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%AA%E5%A4%A7%E9%98%AA%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA_%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/J_SPORTS_STADIUM


スポーツ＆タレント 
元阪神タイガース　投手 
中西　清起

野球教室 
少年野球から、社会人野球、指導者の為の指導まで、 
各団体、チームでの野球教室もご要望にお応えいたします。

講演会・トークショー 
団体向けの講演会や企業向けの社員研修など、講師として派遣可能です。 
また、飲食店や、宴会場でのトークショーのゲストとして派遣も承ります。



スポーツ＆タレント 

元北海道日本ハムファイターズ　投手 

斉藤　佑樹

1988年6月6日生まれ。群馬県太田市出身。 
2006年、早稲田実業学校高等部3年時にエースとして夏の甲子園に出場し、 
全国制覇。「ハンカチ王子」として大フィーバーを巻き起こした。 

早稲田大学入学後も輝かしい成績を残し、数々の栄冠を獲得。 
2010年、アマチュア球界№1の右腕としてドラフト1位で北海道日本ハム 
ファイターズに入団。ルーキーイヤーから6勝をマークし、プロ2年目の 
2012年には開幕投手も務めた。 
2017年からは背番号をアマチュア時代に慣れ親しんだ「1」に変更した。 

しかし度重なるケガに悩まされ登板数も伸びず2021年10月に引退を発表。 
今後の新たな活躍が期待される。

出演項目 
・講演会 
・野球教室 
・イベント出演 
・メディア出演 
・広告 
etc



スポーツ＆タレント 

元西武ライオンズ　投手 

工藤 公康 (くどう きみやす)

・1963年5月5日生まれ 
・1981年 名古屋電気高校から投手として西武ライオンズに入団  
・1982年～2010年 西武-ダイエー-巨人-横浜-西武 でプレー(実働29年) 
・2012年～2014年 解説者・スポーツキャスターとして活動 
・2014 年 春 筑波大学大学院人間総合科学研究科 入学 
・2015年 福岡ソフトバンクホークス 監督就任 
・2020年 春 筑波大学大学院人間総合科学研究科 修了(体育学修士)  
・2021年 10月 福岡ソフトバンクホークス監督退任  
・2022年より全国各地の企業・大学での講演や地域での野球教室などを  
　　精力的に行い、社会貢献を軸に活動を広げていく 

出演項目 
・講演会 
・野球教室 
・イベント出演 
・メディア出演 
・広告 
etc





























マジシャン・　Mr.キラリン アユート株式会社　代表取締役 
百津　勝美（ももつ　かつみ）

オモロイを形にをコンセプトに 
イベント企画・タレント・マジシャン・芸能人などの 
キャスティング行い楽しい企画のイベントや 
動画編集全般・写真１枚から似顔絵　似顔絵が喋る楽しい 
動画編集を行う会社を運営しております。

ステージマジック風景
https://aiuto2007.wixsite.com/magic/movies3

営業や集客につながる誰でも簡単にできる！マジック 
驚くほどコミュニケーション能力が向上する 
マジックセミナーなどを開催して、すぐに覚えてもらえる 
インパクトのある、コミュニケーション作りを 
企業研修を通じてご提案 
すぐに距離感が縮まるツールとして大人気 
マジックグッズを使ってのチラシや名刺などインパクトのある 
集客グッズもご提案 
マジックを通じて笑いと感動と驚きをお届けします。 
マジックセミナーは大阪・名古屋でも月に１度開催しております。

お客様に参加していただける　マジックを中心に 
楽しんでいただけるステージマジックショーを 
お届けいたします。



瞑想師 
氣質診断 
タロット占い 
財運鑑定 
お財布鑑定

金田滋梵（カネダシボン）

生年月日から、 
あなたのこの世の運勢を占います。 
何のために生まれてきたか 
知りたくありませんか？

阿倍野区安倍晴明神社 
占いコーナーで鑑定中

占い師



占い　まりの部屋 
もり　まり 【保有資格】 

・氣質診断士 1 級 ・色彩心理カウンセラー1 級 
・国際 SDGs 協会 SDGs アドバイザー  
・漢方養生指導士 漢方スタイリスト  
・Total Body Therapist  
【活動メニュー】 
・氣質診断 
・色彩心理カウンセリング 
・四柱推命 
・オラクルカードリーディング 
・レイキ ・ボディセラピー(主にハンドトリートメント)  
【活動場所】 あべのキューズモール出店 その他、 
多数イベント企画および出店  
【得意分野】 ・家族や親族、職場の人間関係のお悩み  
・持って生まれた性質、性格、適性、趣向 ・人生の大きな流れ  
・人生の転機や、その時期の注意点 



誕生日7月3日 

出身地　大阪 
趣味・特技 
ネットサーフィン・瓦割り・どこでも寝れること 
方言・外国語 
泉州弁・大阪弁・遠州弁

司会　楢松　ちえ

主な出演作品 
司会ステージ 
東京ガールズコレクション（2011-2014） 
大阪インターナショナルコレクション 
鈴鹿8時間耐久ロードレースイベントステージ 
市川右近（現右團次）チャリティーイベントトークショー 
X-JAPAN TOSHI ディナーショー

キッズイベント司会 
うたのおねえさん 

舞台 
加藤健一事務所 
「銀河鉄道の夜」 
「カッコーが泣いた夜に」 
「牡丹灯籠」 
「パパアイラブユー」 

オクト企画 
神様に出会った日 
アルジャーノンに花束を

ドラマ 
命の現場から 
水戸黄門 
部長刑事アーバンポリス21 
女は度胸 
暴れん坊将軍 
八百屋長夢日記 

PV 
スズキセニアカー 
共立十全病院 
ヤマハ音楽教室





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）



・音響<PAオぺレーター 1名 ・ ホテルや会場の専属でもOK>　 
　　　☆必須モニタースピーカー・リバーブの効くワイヤレスマイク 

 　　　<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>  
・リバーブの効くワイヤレスマイク 1～3<出演者により異なる>  

・ピンマイクまたはヘッドセット 1～3<出演者により異なる>  
・マイクスタンド 1～2個 <出演者により異なる> 
・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　　出演者＆スタッフ分を必ずご準備ください。 

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。>  
　　　　　　状況により、出張費用をいただく場合がございます。

必要なもの



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


