10

◆公演スケジュール

●…花魁座 ○…太夫座

※花魁座と太夫座ではショーの内容・出演者が異ります。
※火曜日の③④ショーに関しては30分のショーになります。

得

HANAWA COZY TOMITA

JACK VOL.15 SPECIAL LIVE

今月のPICK UP

まっちゃま
インタビュー
事前にご予約の上、当日受付にてチケットをご購入頂き、ご入場（スタート15分前迄）
下さい。
ご予約にて満席となりました際は、当日券の販売はございません。また、お座席の指定は出来ません。

電話にてご予約後、5日以内にご予約時にお伝えする口座にお振込みください。
（お振込み控えは当日、お名前確認に必要となりますので必ずご持参ください）
お振込み確認後、ご予約完了のお電話をさせていただきます。
※お約束の期日までにお振込みが確認できない場合は、自動的にご予約を取り消しとさせていただきます。

松山千春伝道師『まっちゃま』。巧みなものまねと抜群の歌唱力を
誇る彼は、今年デビュー９年目を迎え、
さらに飛躍を狙う。
そんな伝道師のものまね人生を少しだけ覗いてみましょう。

【凡庸】
〜すべて大切な私の人生
いつも歩いた私なりの日々よ〜

松山千春さんを知ったのは、僕が
中学生の頃でした。
『ものまね王座
決定戦』という番組で、
コロッケさ
んが 長い夜 を独特のタッチで
歌っていたんです。その姿を観て、
千春さんはどんな方なんだろうと興
味を持ちました。その時から松山千
春さんの とりこ になり、曲を通し
てその世界に引き込まれていきまし
た。ちょうど子供から大人に変わっ
ていく思春期の僕にとって、
詞の意
味ひとつひとつが感慨深く、大きく

心を揺すぶられたのを覚えていま
す。今思うと本当の意味で詞を理
解するのは中学生の僕には早すぎ
たのかもしれないですね。
当時、流行だしていたカラオケでも
ずいぶん歌いました。僕の影響な
のか、千春さんに興味をもつ仲間
も多く、
ものまねをして盛り上がっ
た事を覚えています。僕もご本人
になりきって感情をこめて熱唱した
ものです。

【 夜明け 】
〜せめて君の夢がかなうよう
僕は歌い続ける この唄を〜

高校を卒業後、
どうしても千春さん
のものまねをしたいという一心でコ
ロッケさんを訪ね、
その気持ちを伝
えました。そして、付き人としての生
活が始まったんです。コロッケさんは
テレビ局や公演などの現場やプライ
ベートでも周囲の人達に常に気づ
かいを欠かさない方です。そして芸
に対しては自分自身にとても厳しい
姿勢の持ち主なんです。ネタに関
してはまねのできない確立した世界
をもった方ですが、
それを僕に覚え
させようと押し付けるようなことはな

まっちゃま
10月の

かったですね。その経験が今、僕の
ステージングに生かされていると感じ
ています。コロッケさんのもとで過ご
した二年間は、僕にとって芸事の起
点であり、
かけがえのない財産です。
実は まっちゃま はコロッケさんか
ら独立する時につけていただいた芸
名なんです。コンサートでテンション
の上がった千春さんが早口で「松
山ですっ！」って言っているイメージ
で付けていただいたんですよ。

【 旅立ち】
〜あなたはあなたの道を
歩いてほしい〜

独立してすぐにキサラに入りまし
た。千春さんがデビューした頃に
産まれた僕が、ご本人のように歌
に説得力を持たせるのは大変な
ことでした。ほとんどの人は実年
齢より若く見られたいと思うでしょ
うが、当時二十代前半の僕は逆
でした。ご本人と同じような貫禄
を出すために、時間を見つけて
は必要以上に食べ物を口にして
いました。結果１５ｋｇの増量に成
功（≧３≦）。また、肌の色を黒く
するために日焼けサロンに行きま
した。そんな苦労の末、今の僕が
あるんです。実年齢より上にみら
れること…僕にとってこの上なく
嬉しいことですね。
た

び

【 人生の空から】
〜君にもう一度
会えたらいいね〜

髪を最初に剃ったのは、
コロッケさ
んの付き人時代です。だから妻も２
人の子供も髪のある頃の僕を知ら
ないんですよ。この先も髪の生え
た僕の姿を家族が見ることはない

でしょうね
（笑）。
頭の手入れは毎日欠かさずの作業
です。シェービングクリームをたっ
ぷりぬって、
Ｔ字カミソリで剃ってい
ます。固い髪を剃っているせいか、
２〜３回剃ると刃がだめになってしま
うんです。散髪代はかかりませんが、
労力と時間は費やしています。そし
て夏場は暑く冬場は寒い！もう何
年もこの状態なので、髪があった
頃の感覚を忘れてしまいました。
そんな頭に関するエピソードをひ
とつ。今夏、屋外ステージで１時間
以上、
歌い続けた時の話です。夏の
太陽がぎらぎらと照りつけ、
とても暑
い日でした。ふらつきながらも水分
は十分にとっていたのですが、
直射
日光を頭に受け、
ゆでだこ状態にな
ってしまいました。実はその日以上
に、数日後が大変でした。頭皮
がぼろぼろ剥けてしまって…。

【 大空と大地の中で】
〜いつの日か
幸せを自分の腕でつかむよう〜

北海道は、
千春さんの愛して止まな
い場所。千春さんを追い続けてい
る僕にとっても特別な場所です。
松山千春３０周年記念 の今年、
道内で行われた野外コンサート
に始めて足を運びました。北海道
の大自然、青い空、白い雲。そん
な中で大好きな人の歌声を聴く
…感無量でした。
僕自身、北海道でステージに立つ
時には、格別な想いがあります。こ
こはたくさんの千春さんのファンの
いる場所。そんなみなさんに知っ
ていただき、支えられているという
安心感があります。
これまでの芸能活動の中で、
ご本

星 奈々スペシャル

スペシャルライブ

HiBiKiスペシャル
なりきり度200％
ご本家も太鼓判！
！
郷ひろみのものまねNO.１。
ズバ抜けた歌唱力のHiBiKi
を筆頭にバラエティーに富
んだステージを披露。

はなわ 凱旋ライブ
歌アリ・笑いアリの
爆笑ライブ
1st オープン PM6：30
スタート PM7：00〜

80min

2nd オープン PM9：00
スタート PM9：30〜

【 ふるさと】
〜夢なら今もこの胸の中
深くとじこめたまま〜

キサラ初出演から９年目。ここは、
一人のものまねタレントとしての
初舞台を踏んだ場所でもあり、
特別な想い入れがあります。そし
てかけがえのない仲間と出会え
た大切な場所でもあります。これ
からも松山千春さんの伝道師と
して、心をこめて歌い続けたい…
そんな夢を抱きつつ、多くの人に
勇気と感動を与えられるよう、精
進していきたいと思っています。
まっちゃまシングルCD

「君への想い」
ファン待望のオリ
ジナルCDついに
リリース！オリジナ
ルにこだわってい
ます。
価格：1,000円（税込）

受付は
こちら

ケン正木

ものまね界の
女王登場！
！

ピックアップ

人とお会いする機会もありました。
とても気さくな方で「がんばれよ
っ
！」
と、声をかけていただきました。
すごく緊張したのを覚えています。
千春さんのおかげで ものまねタ
レント としての仕事があり、
愛する
家族との生活があると思うと、
やはり
僕にとっては神様みたいな存在に感
じます。感謝の念でいっぱいです。

瞬技 スペシャルマジシャンの登場！
！

も のまね 王 座 決 定 戦 で 優
勝をはじめ、各 賞を 受 賞 。
スーパーボイスであなたを
魅了！

「皇后陛下・還暦のお祝いの
会」の際、
東宮御所にてショー
出演。平成16年世界マジッ
ク大会日本代表出場。

亜羅仁＆有加

チャボ＆飛鳶

Magic＆Danceのコラボレーションは必見！
！ ものまねマシンガン！
！
本場アメリカをはじめ、世界
のショービジネスで活躍中！
！
あらゆるジャンルのダンスを
ベースにお届け。

フジテレビ

「民秋貴也」と「よっぴ」が組む
新ユニット！チャゲ＆飛鳥の完全
コピーライブをメインに、美川
憲一や平井堅の「ケンけん」コン
ビなど、
連発ステージでお届け。

ものまね王座紅白歌合戦スペシャル

豪華キャストのステージは見逃せない！
筋肉ゴリラおかまこと「ジェニーいとう」、松田聖子のものまねで一世風靡の「斉藤ルミ子」、様々な一押ネタを用意「ＣＨＡＰＰＹ」、新鋭・ものまね
界の貴公子「ビューティーこくぶ」に心を歌い上げるテレサ・テンの再来「テレサ・チェン」が入替り立替り、繰り広げるエンターテイメントステージ!!

月の
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ひとくちプロフィール

月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火

コージー冨田
星 奈々
亘 哲兵
ジェニーいとう
斉藤ルミ子
一木ひろし
なかもり
ATSUKO
まねだ聖子
桜井ちひろ
ゆうたろう
ビトタケシ
関谷 昇
バーモント秀樹
立川真司
CHAPPY
まっちゃま
セニョール玉置
TOMO
みはる
ホリ
ビューティーこくぶ
つんつく
民秋貴也
永峰ゆうこ
古賀シュウ
英二
リトル清原
TAMA＆HAKO
ダブルネーム
TAIGA
Ninki Kids
HiBiKi
KURO
星きよし
たけまる
よっしー
モト直樹
マドカ
デビット金子
南 里佳
Ryu
ゆうぞう
ジョニー
ペヨン潤
よっぴ
亀仙人
ミラクルひかる
翔子
キムコ
アントニオ小猪木
長州小力
ゴジーラくやま
東郷 淳
ダンキー
二宮優樹
HEY！たくちゃん
テレサチェン
MARU
森山パンタ
AYUMI
KUMI
北口幹二彦
花香芳秋
まぁこ
幹てつや
長井秀和
ヒロシ
赤いプルトニウム
ユリオカ超特Q
ふじきみつぐ
大輪教授
オードリー
ケン正木（マジック）
ナッツ淳
（マジック）
亜羅仁＆有加（マジック）
FUMIO（マジック）
藤本明義（マジック）

は
な
わ
凱
旋
ラ
イ
ブ

●はスペシャルステージ企画

ショータイム付きの貸切パーティーを承っております。
歓送迎会・企業パーティー、各種パーティーにご利用下
さい。また、全国イベント出張出演を行っております。
お気軽にお問合せ下さい。

タモリのものまねを中心に活躍中
フジテレビものまね紅白歌合戦レギュラー、王座優勝経験三回
フジテレビものまね紅白歌合戦レギュラー、王座優勝経験あり
フジテレビものまね紅白歌合戦レギュラー！
！
フジテレビものまね王座決定戦、優勝経験あり！
！
五木ひろしのそっくり、
テレビ出演優勝、部門賞多数
長渕剛の縮小版！ライブステージも縮小版
浅野温子のそっくりさん テレビ出演多数
テレビ、雑誌で超話題！松田聖子のそっくりさん
アニメからおばさんネタまで数多くのものまねを披露 ものまねアイドル！？
日本で唯一石原裕次郎のそっくりさん
ビートたけしのそっくりものまね
ちょっと変わった擬音ものまねで大爆笑
そっくりものまね西城秀樹 フジテレビそっくり紅白歌合戦出場
日常生活に密着したものまねで大爆笑 電車のものまねが大好評
美川憲一をはじめレパートリー多数 ものまね王座決定戦レギュラー
松山千春のそっくりさん
御本人も公認！玉置浩二そっくりさん その他ヤング向けレパートリー多数
ポップス、
おしゃべりものまね レパートリー多数
演歌からアイドルまでレパートリー多数！
！
おしゃべりものまね、
レパートリー多数！
！
フジテレビものまね紅白歌合戦レギュラー！
！
つんくのそっくりさん
ものまねレパートリー多数！
！
演歌〜ポップスまで多くのレパートリー
バラエティに富んだモノマネで今日もノリまくる
歌まね長渕剛
オリックス清原選手のそっくりさん
懐かしのピンクレディを完全再現！
！
本格派ものまねデュオ。その可能性は無限大。
新宿という名のジャングル、眠ってたトラ目覚めるとき…
Do-mo！Do-kana？ Daininki！
！
ご存知！郷ひろみのフェイクアーティスト！
！
こまかな指の動きから歌い方まで鈴木雅之を追求！
氷川きよしの歌マネ！迫力のド演歌
長渕剛そっくり！他にもネタ多数あり！
草薙剛のそっくりさんでアニメネタが豊富なエンターティナー
さだまさし・長渕剛他ダンス＆トークのスペシャリスト
松浦亜弥・浜崎あゆみ他、
レパートリー多数！
TKのキモカワールドをお届け！Feel Like dance!!
ものまね七変化 で聞かせます！
！
久保田利伸を中心とした本格派ものまね レパートリー多数
おしゃべりものまね＆加山雄三は絶品です！
Gacktを中心にビジュアル系ものまね レパートリー多数
爆笑の貴公子
七色ボイスの男性？女性？なべ？おかま？魅惑のボイスの達人
ものまね＆マジックの融合をお魅せします
宇多田ヒカルそっくり度N0.1 爆笑歌姫
究極の歌姫！業界一の若さでものまね界に初登場！
！
ものまねセクシーダイナマイト
アントニオ猪木のそっくりさん
長州力のそっくりさん
思い込んだら命懸け！
！寅さんをはじめ様々な爆笑ステージ
アニメ、
ポップス、
おしゃべりetc…驚きのレパートリー数！
会場全体を盛り上げるテンション・一緒に盛り上がっていきましょう！
本格派歌まねのホープ
いろいろなおしゃべりものまね マネビアの泉 へようこそ
テレサテンのそっくりさん
キサラのニューフェイス MARUです！ネタも○
気分は夢の国、パンタジーものまね
キサラに天使が舞い降りた。浜崎あゆみのそっくりさん
歌唱力抜群。ポップス〜演歌までのライブステージは必見！
！
レパートリー総数200名以上！ベテランの味をご堪能あれ！
！
哀川翔タイムをご覧あれ
まんまるエロカワデブ
キーボード スタンダップ コメディアン
ものまねではありません。漫談で笑わせます！
熊本から明日を見つけにやってきた田舎者ホスト。ヒロシです…
茨城出身 お笑い界のニューフェイス
ブレイクの予感！？ハゲラップはスタッフ一押し
炎のエアーギター 爆発寸前GIG!
お笑い方程式解析中…では授業をはじめます。
ちょっと変わった漫才をするお笑いコンビ
平成16年世界マジック大会に日本代表で出場の本格派！
マジックの楽しさ 伝えます！ナッツの世界へようこそ！
！
ダンシング・マジックで夢と幻想の世界へ誘います！
テキサス州マジック大会で6回優勝のコメディーマジシャン
マジック大会クローズアップ部門第1位を総ナメのマジシャンが入店

当日若干変更の場合があります。 ☆曜日等により混雑が予想されます。ご予約をお待ちしております。

御来店当日がお誕生日のお客様へ、
当店よりささやかなプレゼントをご用意！
！
準備の都合上、前日までに係へお伝えの上、身分証明書（免許証等）をご持参下さい。

（1F 無印良品）

至
池
袋

営業時間 1 pm6:00〜8:30（ショータイム7:30〜1h） 2 pm9:00〜11:30（ショータイム10:00〜1h）
ご 案 内 部 食べ・飲み放題 ￥5,000（税・サ込）部 飲み放題 ￥3,500（税・サ込）

80min

※詳細は、裏表紙をご参照下さい。

9/25

ご予約・お問合せは
こちら

TEL 03-3341-0213
http://www.kojima-kikaku.co.jp

電話受付／PM3:00〜
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松山千春伝道師『まっちゃま』。巧みなものまねと抜群の歌唱力を
誇る彼は、今年デビュー９年目を迎え、
さらに飛躍を狙う。
そんな伝道師のものまね人生を少しだけ覗いてみましょう。

【凡庸】
〜すべて大切な私の人生
いつも歩いた私なりの日々よ〜

松山千春さんを知ったのは、僕が
中学生の頃でした。
『ものまね王座
決定戦』という番組で、
コロッケさ
んが 長い夜 を独特のタッチで
歌っていたんです。その姿を観て、
千春さんはどんな方なんだろうと興
味を持ちました。その時から松山千
春さんの とりこ になり、曲を通し
てその世界に引き込まれていきまし
た。ちょうど子供から大人に変わっ
ていく思春期の僕にとって、
詞の意
味ひとつひとつが感慨深く、大きく

心を揺すぶられたのを覚えていま
す。今思うと本当の意味で詞を理
解するのは中学生の僕には早すぎ
たのかもしれないですね。
当時、流行だしていたカラオケでも
ずいぶん歌いました。僕の影響な
のか、千春さんに興味をもつ仲間
も多く、
ものまねをして盛り上がっ
た事を覚えています。僕もご本人
になりきって感情をこめて熱唱した
ものです。

【 夜明け 】
〜せめて君の夢がかなうよう
僕は歌い続ける この唄を〜

高校を卒業後、
どうしても千春さん
のものまねをしたいという一心でコ
ロッケさんを訪ね、
その気持ちを伝
えました。そして、付き人としての生
活が始まったんです。コロッケさんは
テレビ局や公演などの現場やプライ
ベートでも周囲の人達に常に気づ
かいを欠かさない方です。そして芸
に対しては自分自身にとても厳しい
姿勢の持ち主なんです。ネタに関
してはまねのできない確立した世界
をもった方ですが、
それを僕に覚え
させようと押し付けるようなことはな

まっちゃま
10月の

かったですね。その経験が今、僕の
ステージングに生かされていると感じ
ています。コロッケさんのもとで過ご
した二年間は、僕にとって芸事の起
点であり、
かけがえのない財産です。
実は まっちゃま はコロッケさんか
ら独立する時につけていただいた芸
名なんです。コンサートでテンション
の上がった千春さんが早口で「松
山ですっ！」って言っているイメージ
で付けていただいたんですよ。

【 旅立ち】
〜あなたはあなたの道を
歩いてほしい〜

独立してすぐにキサラに入りまし
た。千春さんがデビューした頃に
産まれた僕が、ご本人のように歌
に説得力を持たせるのは大変な
ことでした。ほとんどの人は実年
齢より若く見られたいと思うでしょ
うが、当時二十代前半の僕は逆
でした。ご本人と同じような貫禄
を出すために、時間を見つけて
は必要以上に食べ物を口にして
いました。結果１５ｋｇの増量に成
功（≧３≦）。また、肌の色を黒く
するために日焼けサロンに行きま
した。そんな苦労の末、今の僕が
あるんです。実年齢より上にみら
れること…僕にとってこの上なく
嬉しいことですね。
た

び

【 人生の空から】
〜君にもう一度
会えたらいいね〜

髪を最初に剃ったのは、
コロッケさ
んの付き人時代です。だから妻も２
人の子供も髪のある頃の僕を知ら
ないんですよ。この先も髪の生え
た僕の姿を家族が見ることはない

でしょうね
（笑）。
頭の手入れは毎日欠かさずの作業
です。シェービングクリームをたっ
ぷりぬって、
Ｔ字カミソリで剃ってい
ます。固い髪を剃っているせいか、
２〜３回剃ると刃がだめになってしま
うんです。散髪代はかかりませんが、
労力と時間は費やしています。そし
て夏場は暑く冬場は寒い！もう何
年もこの状態なので、髪があった
頃の感覚を忘れてしまいました。
そんな頭に関するエピソードをひ
とつ。今夏、屋外ステージで１時間
以上、
歌い続けた時の話です。夏の
太陽がぎらぎらと照りつけ、
とても暑
い日でした。ふらつきながらも水分
は十分にとっていたのですが、
直射
日光を頭に受け、
ゆでだこ状態にな
ってしまいました。実はその日以上
に、数日後が大変でした。頭皮
がぼろぼろ剥けてしまって…。

【 大空と大地の中で】
〜いつの日か
幸せを自分の腕でつかむよう〜

北海道は、
千春さんの愛して止まな
い場所。千春さんを追い続けてい
る僕にとっても特別な場所です。
松山千春３０周年記念 の今年、
道内で行われた野外コンサート
に始めて足を運びました。北海道
の大自然、青い空、白い雲。そん
な中で大好きな人の歌声を聴く
…感無量でした。
僕自身、北海道でステージに立つ
時には、格別な想いがあります。こ
こはたくさんの千春さんのファンの
いる場所。そんなみなさんに知っ
ていただき、支えられているという
安心感があります。
これまでの芸能活動の中で、
ご本

星 奈々スペシャル

スペシャルライブ

HiBiKiスペシャル
なりきり度200％
ご本家も太鼓判！
！
郷ひろみのものまねNO.１。
ズバ抜けた歌唱力のHiBiKi
を筆頭にバラエティーに富
んだステージを披露。

はなわ 凱旋ライブ
歌アリ・笑いアリの
爆笑ライブ
1st オープン PM6：30
スタート PM7：00〜

80min

2nd オープン PM9：00
スタート PM9：30〜

【 ふるさと】
〜夢なら今もこの胸の中
深くとじこめたまま〜

キサラ初出演から９年目。ここは、
一人のものまねタレントとしての
初舞台を踏んだ場所でもあり、
特別な想い入れがあります。そし
てかけがえのない仲間と出会え
た大切な場所でもあります。これ
からも松山千春さんの伝道師と
して、心をこめて歌い続けたい…
そんな夢を抱きつつ、多くの人に
勇気と感動を与えられるよう、精
進していきたいと思っています。
まっちゃまシングルCD

「君への想い」
ファン待望のオリ
ジナルCDついに
リリース！オリジナ
ルにこだわってい
ます。
価格：1,000円（税込）

受付は
こちら

ケン正木

ものまね界の
女王登場！
！

ピックアップ

人とお会いする機会もありました。
とても気さくな方で「がんばれよ
っ
！」
と、声をかけていただきました。
すごく緊張したのを覚えています。
千春さんのおかげで ものまねタ
レント としての仕事があり、
愛する
家族との生活があると思うと、
やはり
僕にとっては神様みたいな存在に感
じます。感謝の念でいっぱいです。

瞬技 スペシャルマジシャンの登場！
！

も のまね 王 座 決 定 戦 で 優
勝をはじめ、各 賞を 受 賞 。
スーパーボイスであなたを
魅了！

「皇后陛下・還暦のお祝いの
会」の際、
東宮御所にてショー
出演。平成16年世界マジッ
ク大会日本代表出場。

亜羅仁＆有加

チャボ＆飛鳶

Magic＆Danceのコラボレーションは必見！
！ ものまねマシンガン！
！
本場アメリカをはじめ、世界
のショービジネスで活躍中！
！
あらゆるジャンルのダンスを
ベースにお届け。

フジテレビ

「民秋貴也」と「よっぴ」が組む
新ユニット！チャゲ＆飛鳥の完全
コピーライブをメインに、美川
憲一や平井堅の「ケンけん」コン
ビなど、
連発ステージでお届け。

ものまね王座紅白歌合戦スペシャル

豪華キャストのステージは見逃せない！
筋肉ゴリラおかまこと「ジェニーいとう」、松田聖子のものまねで一世風靡の「斉藤ルミ子」、様々な一押ネタを用意「ＣＨＡＰＰＹ」、新鋭・ものまね
界の貴公子「ビューティーこくぶ」に心を歌い上げるテレサ・テンの再来「テレサ・チェン」が入替り立替り、繰り広げるエンターテイメントステージ!!

月の
出演者

26 27 28 29 30
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ひとくちプロフィール

月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火

コージー冨田
星 奈々
亘 哲兵
ジェニーいとう
斉藤ルミ子
一木ひろし
なかもり
ATSUKO
まねだ聖子
桜井ちひろ
ゆうたろう
ビトタケシ
関谷 昇
バーモント秀樹
立川真司
CHAPPY
まっちゃま
セニョール玉置
TOMO
みはる
ホリ
ビューティーこくぶ
つんつく
民秋貴也
永峰ゆうこ
古賀シュウ
英二
リトル清原
TAMA＆HAKO
ダブルネーム
TAIGA
Ninki Kids
HiBiKi
KURO
星きよし
たけまる
よっしー
モト直樹
マドカ
デビット金子
南 里佳
Ryu
ゆうぞう
ジョニー
ペヨン潤
よっぴ
亀仙人
ミラクルひかる
翔子
キムコ
アントニオ小猪木
長州小力
ゴジーラくやま
東郷 淳
ダンキー
二宮優樹
HEY！たくちゃん
テレサチェン
MARU
森山パンタ
AYUMI
KUMI
北口幹二彦
花香芳秋
まぁこ
幹てつや
長井秀和
ヒロシ
赤いプルトニウム
ユリオカ超特Q
ふじきみつぐ
大輪教授
オードリー
ケン正木（マジック）
ナッツ淳
（マジック）
亜羅仁＆有加（マジック）
FUMIO（マジック）
藤本明義（マジック）

は
な
わ
凱
旋
ラ
イ
ブ

●はスペシャルステージ企画

ショータイム付きの貸切パーティーを承っております。
歓送迎会・企業パーティー、各種パーティーにご利用下
さい。また、全国イベント出張出演を行っております。
お気軽にお問合せ下さい。

タモリのものまねを中心に活躍中
フジテレビものまね紅白歌合戦レギュラー、王座優勝経験三回
フジテレビものまね紅白歌合戦レギュラー、王座優勝経験あり
フジテレビものまね紅白歌合戦レギュラー！
！
フジテレビものまね王座決定戦、優勝経験あり！
！
五木ひろしのそっくり、
テレビ出演優勝、部門賞多数
長渕剛の縮小版！ライブステージも縮小版
浅野温子のそっくりさん テレビ出演多数
テレビ、雑誌で超話題！松田聖子のそっくりさん
アニメからおばさんネタまで数多くのものまねを披露 ものまねアイドル！？
日本で唯一石原裕次郎のそっくりさん
ビートたけしのそっくりものまね
ちょっと変わった擬音ものまねで大爆笑
そっくりものまね西城秀樹 フジテレビそっくり紅白歌合戦出場
日常生活に密着したものまねで大爆笑 電車のものまねが大好評
美川憲一をはじめレパートリー多数 ものまね王座決定戦レギュラー
松山千春のそっくりさん
御本人も公認！玉置浩二そっくりさん その他ヤング向けレパートリー多数
ポップス、
おしゃべりものまね レパートリー多数
演歌からアイドルまでレパートリー多数！
！
おしゃべりものまね、
レパートリー多数！
！
フジテレビものまね紅白歌合戦レギュラー！
！
つんくのそっくりさん
ものまねレパートリー多数！
！
演歌〜ポップスまで多くのレパートリー
バラエティに富んだモノマネで今日もノリまくる
歌まね長渕剛
オリックス清原選手のそっくりさん
懐かしのピンクレディを完全再現！
！
本格派ものまねデュオ。その可能性は無限大。
新宿という名のジャングル、眠ってたトラ目覚めるとき…
Do-mo！Do-kana？ Daininki！
！
ご存知！郷ひろみのフェイクアーティスト！
！
こまかな指の動きから歌い方まで鈴木雅之を追求！
氷川きよしの歌マネ！迫力のド演歌
長渕剛そっくり！他にもネタ多数あり！
草薙剛のそっくりさんでアニメネタが豊富なエンターティナー
さだまさし・長渕剛他ダンス＆トークのスペシャリスト
松浦亜弥・浜崎あゆみ他、
レパートリー多数！
TKのキモカワールドをお届け！Feel Like dance!!
ものまね七変化 で聞かせます！
！
久保田利伸を中心とした本格派ものまね レパートリー多数
おしゃべりものまね＆加山雄三は絶品です！
Gacktを中心にビジュアル系ものまね レパートリー多数
爆笑の貴公子
七色ボイスの男性？女性？なべ？おかま？魅惑のボイスの達人
ものまね＆マジックの融合をお魅せします
宇多田ヒカルそっくり度N0.1 爆笑歌姫
究極の歌姫！業界一の若さでものまね界に初登場！
！
ものまねセクシーダイナマイト
アントニオ猪木のそっくりさん
長州力のそっくりさん
思い込んだら命懸け！
！寅さんをはじめ様々な爆笑ステージ
アニメ、
ポップス、
おしゃべりetc…驚きのレパートリー数！
会場全体を盛り上げるテンション・一緒に盛り上がっていきましょう！
本格派歌まねのホープ
いろいろなおしゃべりものまね マネビアの泉 へようこそ
テレサテンのそっくりさん
キサラのニューフェイス MARUです！ネタも○
気分は夢の国、パンタジーものまね
キサラに天使が舞い降りた。浜崎あゆみのそっくりさん
歌唱力抜群。ポップス〜演歌までのライブステージは必見！
！
レパートリー総数200名以上！ベテランの味をご堪能あれ！
！
哀川翔タイムをご覧あれ
まんまるエロカワデブ
キーボード スタンダップ コメディアン
ものまねではありません。漫談で笑わせます！
熊本から明日を見つけにやってきた田舎者ホスト。ヒロシです…
茨城出身 お笑い界のニューフェイス
ブレイクの予感！？ハゲラップはスタッフ一押し
炎のエアーギター 爆発寸前GIG!
お笑い方程式解析中…では授業をはじめます。
ちょっと変わった漫才をするお笑いコンビ
平成16年世界マジック大会に日本代表で出場の本格派！
マジックの楽しさ 伝えます！ナッツの世界へようこそ！
！
ダンシング・マジックで夢と幻想の世界へ誘います！
テキサス州マジック大会で6回優勝のコメディーマジシャン
マジック大会クローズアップ部門第1位を総ナメのマジシャンが入店

当日若干変更の場合があります。 ☆曜日等により混雑が予想されます。ご予約をお待ちしております。

御来店当日がお誕生日のお客様へ、
当店よりささやかなプレゼントをご用意！
！
準備の都合上、前日までに係へお伝えの上、身分証明書（免許証等）をご持参下さい。

（1F 無印良品）

至
池
袋

営業時間 1 pm6:00〜8:30（ショータイム7:30〜1h） 2 pm9:00〜11:30（ショータイム10:00〜1h）
ご 案 内 部 食べ・飲み放題 ￥5,000（税・サ込）部 飲み放題 ￥3,500（税・サ込）

80min

※詳細は、裏表紙をご参照下さい。

9/25

ご予約・お問合せは
こちら

TEL 03-3341-0213
http://www.kojima-kikaku.co.jp

電話受付／PM3:00〜
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