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あいおいニッセイ同和損保「賠償責任保険」加⼊済み 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
親しみやすい笑顔とクセになる軽快なトーク、そして次々に繰り広げられる様々な技の
数々。 
ヨーヨーやジャグリング、体を張ったバランス芸や⽕を使ったファイヤー芸、そして⼀番
得意とするディアボロの演技に、トークを交えテンポ良くパフォーマンスを進め観客を魅
了します。 
スティルト（⾜⻑）を装着し巨⼈になって、インパクトのあるグリーティングも可能。 
ファンの年齢層も幅広く、特にお⼦様連れのファミリー層からの⽀持が多数。 
何度観ても飽きない Yu-ki のパフォーマンスを是⾮お楽しみください！ 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
 

Biography（⼈物紹介） 

●名前：Performer Yu-ki（パフォーマー ユウキ）  ●本名：村⼭友樹（ムラヤマ ユウキ） 
●年齢：34 歳（1985 年 7 ⽉ 2 ⽇⽣まれ）  ●⾝⻑：173cm  ●体重：70kg  ●⾎液型：B 型 
●在住地：千葉県⽩井市  ●出⾝地：静岡県熱海市 
 
●電話番号：080-5546-9047（必ず留守番電話にメッセージを残してください。） 
●メールアドレス：diabolist.yuki@gmail.com 
●ホームページ：https://www.performer-yu-ki.com 
 

メール作成 QR コード     ホームページ QR コード 
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Performance（パフォーマンス内容） 

＜ショー基本スタイル＞ 
●所要時間 ／ 1 公演 30 分程度 （最短 1 分〜最⼤ 45 分程度まで実施可能。） 
●基本ショースペース ／ 5m×5m 以上、天井⾼ 7m 以上（これより狭くても演技可能です。） 
●使⽤機材 ／ スピーカー、パワードミキサー、ヘッドセットマイク（全て Yu-ki ⾃⾝で準備可能。） 
●⾳源／ iPod（Yu-ki ⾃⾝でリモコンにて操作します。） 
※上記内容は気にせず、まずはお気軽にご相談ください。 
 
＜演技内容＞ 
●ディアボロ 
●ヨーヨー 
●ボールジャグリング 
●クラブジャグリング 
●スピニングボール 
●クリスタルボール 
●ダイススタッキング 
●簡易マジック 
●簡易バルーン 
●ローラーボーラー（バランス芸） 
●ファイヤートーチ（⽕器使⽤許可時） 
●各種 LED 道具（道具⾃体が光ます） 
●スティルト（⾜⻑） 
etc… 
（実際の演技時に全てを⾏うわけではありません。その場の雰囲気に合わせ実施演技を選別します。） 
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History（出演歴等） 

＜所持ライセンス＞ 
●東京都公認ヘブンアーティスト 
●まちくるパフォーマーズ仙台認定パフォーマー 
●ちば⼤道芸認定パフォーマー 
●しずおか⼤道芸の街をつくる会認定パフォーマー 
 
＜パフォーマンス出演歴＞ 
●北海道「さっぽろ雪まつり」 
●神奈川県「ピカチュウ⼤量発⽣チュウ！」 
●東京都「浅草パフォーマンスフェスティバル」 
●千葉県「⼤道芸フェスティバル in ちば」 
●北海道「だい・どん・でん！」 
●静岡県「⼤道芸ワールドカップ in 静岡」 
●静岡県「しみず MINATO ⼤道芸」 
●タイ・バンコク「Pokemon Every Day 2017」 
●北海道「クッチャロ湖湖⽔祭り」 
●北海道「さっぽろ⽔道フェスタ」 
●神奈川県「横須賀カレーフェスティバル」 
●東京都「DANCE@LIVE」 
●千葉県「ディズニーアンバサダーホテル」 
●東京都「東京タワー」 
●埼⽟県「⻄武園ゆうえんち」 
●静岡県「沼津よしもと劇場」 
●千葉県「東京ドイツ村」 
●東京都「よみうりランド」 
●東京都「としまえん」 
●東京都「昭和記念公園」 
●静岡県「中伊⾖ワイナリー」 
●神奈川県「川崎 LA CITTADELLA」 
●コラボレーションイベント「YOU＠GO」 
●アパホテル×⽟寿司 特別イベント「寿司祭り」 
●クラブイベント「たのしんじゃわ night☆」シリーズ全回出演 

順不同・その他イベント多数出演経歴あり。 
 
上記の他、ショッピングモールや地域イベント、学校⾏事、結婚式、企業・個⼈パーティー等、様々な
場所でショーを披露しています。 
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＜メディア出演歴＞ 
●テレビ東京「おはスタ」 
●フジテレビ「ハンサムスーツ THE TV」 
●FM カロス 78.1MHz「後藤眞理⼈ラジオのお仕事はりきって(かわいい)」 
●テレビ朝⽇「神芸 -KAMIWAZA-」 
●STV 札幌テレビ放送「どさんこワイド 179」 
●HTB 北海道テレビ「イチオシ！モーニング」 
●エフエムいとう なぎさステーション（76.3 MHz）「いとう爽やか情報局」 
●エフエム熱海湯河原 Ciao!（79.6 MHz）「海⾵通信 796（こんにちは○○さんです！）」 
●TBS「都庁爆破！」 
●フジテレビ「キスマイ超 BUSAIKU⁉」 
●エフエム熱海湯河原 Ciao!（79.6 MHz）「サテライトステーション 796」 

順不同・その他ラジオ番組や新聞等、出演経歴あり。 
 
＜講師経歴＞ 
●ジャニーズ事務所「ジャグリング指導・舞台振り付け」 
●東京都「ETC×Yukey エンターテイメントダンサー育成プロジェクト・ジャグリングレッスン」 
●埼⽟県「⻄武園ゆうえんち」 
●静岡県「⼤道芸ワールドカップ in 静岡」 
●北海道「だい・どん・でん！」 
●埼⽟県「⼊間市商⼯会扇町屋⽀部主催 ⼊間オーシャンキッズ倶楽部」 
●千葉県「イクスピアリ⼤道芸フェスティバル」 
●福島県「こむこむ⼤道芸体験会」 
●全国各地「児童会館や学童での体験会」講師 

順不同・その他ワークショップやレッスン等、多数講師経歴あり。 
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Workshop（体験会） 

Performer Yu-ki はもちろん、世の⼤道芸⼈が使⽤する様々な道具を、Performer Yu-ki がしっかりとレ
クチャーして実際に体験して頂くことが可能です。 
未経験の初⼼者の⽅はもちろん、中級者から上級者の⽅にも個々にあったレクチャーを懇切丁寧に⾏い
ます。 
 
＜体験会実施可能アイテム＞ 
・ディアボロ 
・ヨーヨー 
・ボールジャグリング 
・⽫回し 
・バルーン（うさぎ ⼜は 剣） 
  ※上記以外の道具の体験会をご希望の際はお問い合わせください。 
 
＜体験会実施内容＞ 

▼パターン１▼ 
体験会アイテム：ディアボロ 
受 講 ⼈ 数：１回あたり受講⼈数 20 ⼈ 
時 間：１回あたり 30 分 
内 容：体験⽤ディアボロ配布 

注意事項説明 
回し⽅説明 
傾きの直し⽅説明 
上への投げ⽅ 
終了 

 
▼パターン２▼ 

体験会アイテム：バルーン 
受 講 ⼈ 数：１回あたり受講⼈数 20 ⼈ 
時 間：１回あたり 30 分 
内 容：事前に膨らませた状態のバルーン配布 

注意事項説明 
うさぎの作り⽅説明しながら体験 
剣の作り⽅説明しながら体験 
完成した作品はそのままお持ち帰り → 終了 

 
こちらに記載しましたパターンは⼀例です。詳細は別途ワークショップ資料をご覧ください。 
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Stilts（スティルト・⾜⻑） 

⻄洋⽵⾺とも呼ばれる「スティルト」を装着して、⾝⻑約 2m50cm の⾜⻑巨⼈になることが可能。 
その存在感を活かしたグリーティングはもちろん、Performer Yu-ki が所属しているスティルトパフォ
ーマンスチーム「BiG Roots（ビッグルーツ）」として呼んで頂ければ、皆様の想像を超える⾜⻑パフ
ォーマンスショーも実施可能。 
 
＜パフォーマンス実施例＞ 
▼パターン１▼ Performer Yu-ki ⼀⼈での実施が可能な内容 

実 施 内 容：スティルトグリーティング（スティルトを装着した状態で会場内回遊） 
時 間：1 回あたり 30 分程度（最⼤休憩無し１時間程度まで実施可能） 
詳 細：お客様とのコミュニケーション対応（写真撮影やハイタッチ等） 
その他提案：散⽔グリーティング、チラシ・粗品配布、ビンゴ等盛り上げ役兼商品プレゼンターなど 

 
▼パターン２▼ チーム「BiG Roots」として実施が可能な内容 

実 施 内 容：スティルトショー（スティルトを装着した状態でのステージ（定点）ショー） 
時 間：１回あたり 30 分程度 
詳 細：チーム「BiG Roots」として出演時限定（3 ⼈１組が基本のチーム） 

ダンス、縄跳び、ジャグリング、組体操、ダブルダッチなど。 
注 意 事 項：天井⾼が 4m 以上必要になります。 

4m 以下の場合、ご相談ください。 
ホームページ：スティルトパフォーマンスチーム BiG Roots ホームページ 

http://stilts-bigroots.jimdo.com 
（プロフィール等詳細は私 Yu-ki でもご⽤意可能です。） 

 
▼パターン３▼チーム「BiG Roots」として実施が可能な内容 

実 施 内 容：パターン１と２を併せて実施。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

まずはなんでもお気軽にご相談ください！ 


