
 

 

 

アユートキャスティング 
プロフィール   part-2

https://www.aiuto2007.com/entertainment
転送・複写・外部持ち出し厳禁

東京拠点　タレント

https://youtu.be/Y7Sc2E003nk
https://www.aiuto2007.com/
https://aiuto2007.wixsite.com/magic


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。

東京からの交通費・宿泊費が別途必要です。

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)


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

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。



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。



 

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」

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


 

 

 

プロ野球ものまね芸人・桑田ます似

東京からの交通費・宿泊費が 
別途必要です。

関東在住

https://youtu.be/Y7Sc2E003nk
https://www.aiuto2007.com/
https://aiuto2007.wixsite.com/magic


プロ野球ものまね芸人・原　寅徳

東京からの交通費・宿泊費が 
別途必要です。

関東在住



ものまね芸人・そっくりプロ野球オールスターズ 関東在住

東京からの交通費・宿泊費が別途必要です。
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sa’Toshi
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メカイノウエ

https://aiuto2007.wixsite.com/magic


 

キック

https://aiuto2007.wixsite.com/magic
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主な出演 

M-1グランプリ2005準決勝進出 
R-1ぐらんぷり2009準決勝進出 
フジテレビ『バイキング』 
フジテレビ『日本語探Qバラエティ クイズ!それマジ!?ニッポン』 
フジテレビ『笑っていいとも!』 
フジテレビ『ノンストップ!』 
フジテレビ『アノ人たちの作り方 ～なぜこうなった!?ファクトリー～』 
フジテレビ『5LDK』 
フジテレビ『～あらゆる世界を見学せよ～潜入!リアルスコープ』 
フジテレビ『爆笑レッドカーペット』 
フジテレビ『爆笑ホワイトカーペット』 
フジテレビ『インパクト』 
フジテレビ『世にも奇妙な物語』 
フジテレビ『志村けんのだいじょうぶだぁII』 
フジテレビ『こたえてちょーだい!』 
フジテレビ『ひるこた』 
NHK総合『探検バクモン』 
NHK総合『ティーンズプロジェクト フレ☆フレ』 
NHK総合『爆笑オンエアバトル』 
日本テレビ『ものまねグランプリ』 
日本テレビ『なるほどハイスクール』 
日本テレビ『エンタの神様』 
TBS『サンデージャポン』 
TBS『有吉ジャポン』 
TBS『アッコにおまかせ!』 
TBS『奇跡ゲッター ブットバース!!』 
TBS『ものまねウォーズ』 
TBS『クイズタレント名鑑』 
TBS『あらびき団』 
TBS『うたばん』 
TBS『お笑いメリーゴーランド』 
テレビ朝日『草野☆キッド』 
テレビ朝日『お願いランキング』 
テレビ朝日『笑いの金メダル』 
テレビ東京『ピラメキーノ』

https://aiuto2007.wixsite.com/magic


 

おもな出演番組 
☆日本テレビ系 
「ものまねバトル大賞」 
「元気が出るテレビ」 
「まねきん」 
☆フジテレビ 
「笑っていいとも！」 
☆テレビ朝日 
「PAPAPAPAパフィー」 
「超そっくり人間ものまね王今夜決定」 
「おネプ！」 
☆TBSテレビ 
「うたばん」 
「上岡龍太郎ズバリそっくりSP50人」 
「キャイーン式」 
☆テレビ東京 
「山田邦子のそっくり大賞」特別賞 
「栄光のモノマネ決戦」 
「カバーしようよ」

おもなイベントライブ 

企業イベントものまねショー 
ホテルディナーショー 
商業施設イベント 
全国市町村お祭りステージ 
野外イベント 
社内懇親会 
クルーズパーティー 
敬老会イベント 
学園祭ステージ

セニョール玉置のレパートリー 

御本人様も公認の安全地帯　北島三郎　谷村新司　 
武田鉄矢　堺正章　長渕剛　ゴスペラーズ　郷ひろみ　 
淡谷のり子　河村隆一　氷川きよし　桑田佳祐　 
福山雅治　笑福亭笑瓶　和田アキ子　坂口元厚労大臣　 
ダンディ坂野　仮屋崎省吾　ロンブー敦　KABAちゃん　 
ヨン様　藤井フミヤ　etc...

https://aiuto2007.wixsite.com/magic


 

タッっツィーネ

https://aiuto2007.wixsite.com/magic
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おもな出演番組 
☆フジテレビ 
「爆笑そっくりものまね紅白歌合戦」 
「とんねるずのみなさんのおかげでした」 
「リアルスコープ」 
☆日本テレビ 
「ものまねグランプリ」 
「しゃべくり007」 
「スッキリ！！」 
「エンタの神様」 
☆TBSテレビ 
「あらびき団」 
☆BS日テレ 
「コロッケ千夜一夜」 

おもなイベントライブ 
企業イベントものまねショー 
ホテルディナーショー 
商業施設イベント 
全国市町村お祭りステージ 
野外イベント 
社内懇親会 
クルーズパーティー 
敬老会イベント 
学園祭ステージ 　　　　　　　　　

レパートリー 

バブルものまねレパートリー 
CCB TMネットワーク,大江千里 ,たま ,爆風スランプ 
 KAN ,稲垣潤一 ,織田哲郎,m.c.A・T ,井上陽水  
吉幾三 ,細川たかし, 美空ひばり, 氷川きよし etc… 

しゃべりものまねレパートリー 
浜田雅功, 松本人志 ,竹中直人 ,西田敏行 ,前田吟 加藤茶 etc...
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ものまね 
JAPAN
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進撃の巨体 

111kgの身体から繰り出す究極のデフォルメ!! 

2006年「NHK紅白歌合戦」にて演奏の合間に  

“小川直也”に扮してものまね業界初の出演を果たしました!! 

主なレパートリー 
芋洗坂係長,葉加瀬太郎,スギちゃん 
髭男爵,ガリタ食堂ガリタさん,平井堅 
ケミストリー(川畑),鈴木雅之, 
EXILE(ATSUSHI),槇原敬之,森山直太朗 
スティービーワンダー,河口恭吾,ガクト 
DEEN,河村隆一,ポルノグラフティ 
徳永英明,福山雅治,井上陽水,桑田佳祐 
長渕剛,浜田省吾,松山千春,ラルク,ゆず 
北島三郎,氷川きよし,吉幾三,前川清 
五木ひろし,もののけ姫,千と千尋の神隠し 
キテレツ大百科,日本昔,小川直也 
ボブサップ,三瓶,織田無道,他

主なTV出演 

日本テレビ『エンタの神様』 

テレビ東京『THEカラオケ★バトル』 

TBS『旅ずきんちゃん』 

NHK『紅白歌合戦』
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亀田大吉
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主な出演　TV 
NTV『ものまねグランプリ『ガキの使いやあらへんで』 
         山－1グランプリ『有吉反省会』 
　　  『スッキリ！！』『一周回って知らない話』 
        『ぐるぐるナインティナイン』 
TBS『アッコにおまかせ』『ものまねウォーズ』 
CX『笑っていいとも』『とくダネ！！』 
     『ものまね紅白歌合戦』 『ごきげんよう』 
     『とんねるずのみなさんのおかげでした』 『マネもの』 
      第17回 細かすぎて伝わらないモノマネ選手権 優勝 
EX『草野キッド』『虎ノ門』『お願いランキングGOLD』 
     『お願い！ランキング』 
TX『第38回全日本そっくり大賞』 
優勝東日本放送『三又ノ番組』 
CSサイトセブン『ここほれわんばんこ』

ラジオQR : 『おはよう寺ちゃん活動中』(準レギュラー) 
WALLOP TV : 『古賀シュウのやるだけやってみます』 
歌 : ドラゴンゲート『金色の戦士』～しゃちほこマシーンの入場曲 
ライブ :  太田プロライブ月笑、太田プロJr. 
ライブ : 『そっくり館キサラ』レギュラー出演中

ものまねレパートリー 
俳優 : 武田鉄矢、哀川翔、竹内力、高品格、田山涼成、佐藤B作、佐藤二朗、草刈正雄 
スポーツ選手 : 元横浜DeNAベイスターズ中村紀洋、ボビーオロゴン、 
                     K-I武蔵、神取忍、浜口京子 
落語家 : 林家正蔵、林家こん平、春風亭小朝、桂小枝、山田隆夫 
政治家 : ドナルド・トランプ、鈴木宗男、浜田幸一、麻生太郎、石破茂、枝野幸男、 
           与謝野馨、志位和夫 
お笑い芸人 : ダウンタウン松本、キャイーンウド鈴木、劇団ひとり、島田洋七、 
                  南海キャンディーズ山里、神奈月カンニング竹山、ケンドーコバヤシ、 
                  ジミー大西、DonDokoDon山口、宮川大輔インスタントジョンソン 
                  ゆうぞう、三又又三オリエンタルラジオ藤森、スリムクラブ真栄田、 
                 ブラックマヨネーズ吉田、スギちゃん、フットボールアワー（後藤・岩尾） 
歌手 : 海援隊、チューブ、鈴木雅之、桑田佳祐、松山千春、小林旭、吉幾三、 
        五木ひろし、EXILE MATSU、AI、竹原ピストル、コブクロ 
その他 : なぎら健壱、井筒監督、テリー伊藤、江原啓之、堀江貴文、綾戸智絵 
            ボンバー森尾（K-1リングアナウンサー） 
            ケイ・グラント（PRIDEリングアナウンサー） 
            レニーハート、草野仁、長島三奈、林下清志（ビッグダディ）、 
            昭和のショーパブの司会者、ガリタさん（フジテレビ）、 
　　　　ふなっしー、園子温、吉田類、振分親方、香取慎吾、加藤一二三
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主なレパートリー 
ドリームズ・カム・トゥルー,ホイットニー・ヒューストン 
マライヤ・キャリー,セリーヌ・ディオン,広瀬香美 
松田聖子,麻倉未稀,浜崎あゆみ,宇多田ヒカル,小柳ゆき 
大黒摩季,酒井法子,大塚愛,夏川りみ,MISIA,aiko,他 

主な出演 
TBS    爆笑!ものまねウォーズ
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日本で唯一の平井堅さんのそっくりさん！！ 
ものまねPOP STARが平井堅さんのコンサート会場のように 
ノンフィクションな感動と笑いをお届けします！ 

生年月日:1982年6月18日 
身長:173cm 
体重:58kg 
出身地:青森県 
趣味:カラオケ・けん玉

主なレパートリー 
和田アキ子・Mr.Children・玉置浩二・サザンオールスターズ 
EXILE,・レイジーケンバンド・B’z・TUBE・平井堅・矢沢永吉 
松山千春・鈴木雅之・コブクロ・スキマスイッチ・長渕剛・ASKA 
大友康平・加山雄三・植木等・山川豊・鳥羽一郎・五木ひろし 
千昌夫・アニメものまね・ちびまる子ちゃん・ドラゴンボール 
北斗の拳・キン肉マン・ヤッターマン・ハリー・ポッター 

主なTV出演 
フジテレビ・爆笑そっくりものまね紅白歌合戦スペシャル・めざましテレビ 
テレビ東京・モヤモヤさまぁず2 
テレビ朝日・発掘！エトセトラさん・他多数
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笑いのバーディー大量生産!! 
出身地 大阪府 
生年月日 10月22日 
血液型 A型 
趣　味 パチンコ・バスフィッシング映画鑑賞・ゴルフ 
特　技 バルーンアート 

主な経歴 
横山やすしの一番弟子にあたる横山ひろしに入門。 
弟子入し漫才コンビ「二本列島」結成。 
平成8年11月浪花座にて初舞台を踏む。 
平成14年9月、コンビを解散。 
横山一門の屋号を受け継ぎ「横山アッチ」と改名。 
ピン芸にてイベント等で活躍後、平成16年「ファイヤーダンス」を 
 結成。コンビ解散後、ピンでお笑いの舞台や 
イベントの司会などで活動。 
また演劇で役者として出演するなど多方面で活躍中!!
主なレパートリー 
石川遼・谷村新司・松山千春・赤井英和・小倉久寛 
阪神タイガース鳥谷敬・読売ジャイアンツ岡本和真 
小嶋元太(名探偵コナン)etc… 

主なTV出演 
アッコにおまかせ!(TBSテレビ) 
クイズ☆タレント名鑑(TBSテレビ) 
有田とヤラシイ人々(TBSテレビ) 
笑いがいちばん(NHK) 
年忘れ漫才競演(NHK) 
爆笑オンエアバトル(NHK)ものまねグランプリ(日本テレビ) 
突撃!イドバタ7(テレビ東京) 
全ての問題が未だ見た事がない問題 全題未問(フジテレビ) 
ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ(フジテレビ) 
日曜×芸人 (テレビ朝日) 
お願い!ランキング(テレビ朝日) 
垣花正 あなたとハッピー!(ニッポン放送) 
他多数
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■ プロフィール（出演内容） 
司会・MC　ものまね　宮川大好（みやがわ だいすき） 
お笑い芸人の宮川大輔さんに、双子の兄弟がいた！？ 
司会・MCから、ものまね、撮影会など、是非ご依頼ください。 
出身地　大阪だけど京都に生まれたかった 
職業　宮川大輔さんのものまね 
趣味　宮川大輔さんの研究 
嫌いな食べ物　苦い物は嫌い 
特技　あかーん、わっしょい、うまーい..など

レパートリー 
「世界の果てまでイッテQ！」の名場面「人志松本のすべらない話」の一筋 
「満点☆星空レストラン」の名場面お父さんの話お姉ちゃんの話　などなど

★出演経歴 
笑神様は突然に…　(日本テレビ) 
（宮川大輔さんご本人と共演） 
日テレプッシュ　（日本テレビ） 
スクール革命　(日本テレビ)　 
WADAIの王国　(TBSテレビ) 
本命VS対抗VS大穴！芸能界三つ巴バトル　(日本テレビ) 
この指とまれ　(日本テレビ) 
ゴゴタマ　（テレビ埼玉） 
ナニコレ珍百景　（テレビ朝日） 
ネプ＆ローラの爆笑まとめ　(TBS) 
Jチャンネル　（テレビ朝日） 
ダウンタウンなう　(フジテレビ) 
ものまねグランプリ　(日本テレビ) 
水曜日のダウンタウン　(TBSテレビ) 
関ジャニ∞クロニクル　(フジテレビ) 
水トク！世界の強い夜！　(TBSテレビ) 
水曜日のダウソタウス　（TBSテレビ） 
ウンナン極限ネタバトル! ザ・イロモネア 
笑わせたら100万円　(TBSテレビ) 
朝生ワイドす・またん！ZIP　(読売テレビ)
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その他　必要なもの 
・音響＜PAオペレーター 1名 　・　ホテルや会場の専属でもOK＞ 
　　　＜PAオペレーター がいない場合　別途　お見積もり＞ 
　　　＜PA機材持ち込み＆オペレーター 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。 

交通費別途　駐車場・駐車券のご用意をお願いします。　　 
交通費実費　・　　税別　　　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。＞
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