
出演アーティスト

プロフィール
彦一団子
2000 年彦一団子として活動をはじめる。 大須大道町人祭初出
演。 2003 年ヨコハマ大道芸初出演。 2004 年大道芸ワールドカッ
プ in 静岡初出演。 2006 年芸王グランプリ大会優勝。 2010 年
菓子店 「菓子や彦一」 開業。 2016 年仙台まちくるパフォーマン
スライセンス取得。 全国のお祭りやイベントなどで活動している。

チムチムサービス
クラウンのカッシーくんとままれちゃんによるドタバタコメディデュ
オ。 関西を中心に、 東京都公認ヘブンアーティストライセンス
取得など、 場所も内容も幅広く活動している。

Ｓｈｕｎｔａ
一切言葉を使わず、 通行人や観客を巻き込んだパフォーマンス
で明るい笑いを届けます。 ジャグリング、 マジックショーなど何
でもこなす若き大道芸人。 街劇パフォーマー、 しまる会、 エジ
ンバラフェスティバルフリンジ （イギリス） など出演。

アストロノーツ
彫像芸 （スタチュー） です。 宇宙飛行士のコスチュームで止まっ
ています。 ロケット燃料費 ( 投げ銭） が入ると浮き上がります。
第二回全国彫像選手権優勝。 大須大道町人祭、 大道芸ワー
ルドカップ in 静岡などに出演。

ミス ・ サリバン
世界でも珍しい日本一と言われる女性ジャグラー。 日本でソロ女
性ジャグラーの第一人者として注目を浴びる。

ＡＸＥＬ翼
千葉に中心に活動している、 現役高校二年生です。 ヨーヨーと
ローラーバランスを組み合わせ全国でも珍しいパフォーマンスを
得意としています。 普段の活動場所は、 ちば大道芸の日、 NY
にぎわいアーティストなどです。

龍
山形出身のマジシャン。囲まれた至近距離で見せるクローズアッ

プマジックを得意とし、 日本一古いマジックバー 「MAGIC シマ」

でレギュラーマジシャンとして活躍中！！

アートパフォーマー☆ファイター☆
イベント、 ヘブンアーティスト活動、 フェスティバル出演、 ワー
クショップの開催など。

大道芸人ヒヨコ
１９C の世界をイメージしたスチームパンクと呼ばれる世界観の中
で独自に創り上げた道具や衣装でお客様を未知の世界にお連れ
します。

ＡＹＡＣＨＹＧＡＬ
歌とピアノの生演奏による、 ご家族皆さんで楽しめるドラマチック
でコミカル、 ゴージャスなシャンソンショウ！バークリー大学学位
取得の現代音楽作曲家でピアニスト ・ 「イーガル」 と、 舞台装
飾と衣装も作り上げる 「あやちクローデル」 による黒づくめの異
色音楽大道芸ユニット。

ぱふぉーまーまめ
言葉を使わず、 表情や動きから笑いを誘うヴィジュアルコメディ
パフォーマー。 ヘブンアーティスト TOKYO2018、 モリ芸 2019、
かめいど勝運大道芸他出演。

油井ジョージワンマンバンド
2018 ふくやま大道芸グランプリファイナリスト。 2019 芸王グラン
プリ大道芸コンテスト北海道大会優勝。 1 人で全 10 種の楽器
を歩きながら演奏パフォーマンスします。大道芸フェス、音楽フェ
スや保育園、 小学校などでパフォーマンスしています。

ひこひこ
20 歳の時パントマイムを江ノ上陽一氏に師事。 10 年間パントマ
イムカンパニー SOUKI に在籍し舞台をメインに活動する。 脱退
後ソロ活動にてヘブンアーティストライセンス取得。 現在、舞台、
ストリートだけでなくテーマパークなど多岐にわたって活動してい
る。

Honky Tonk Dance Club
数々のカントリーパーティーにデモダンス参加しています。 江東
区の施設が当選した時はカントリーパーティーを主催しています。

2 代目東京コミックショウ
浅草東洋館、 各種イベント ・ 福祉施設等、 大道芸、 お祭り等
の野外イベントなど

yoyo performer すがりょー
ヨーヨーやﾃﾞｨｱﾎﾞﾛなどのジャグリングやペットボトルなどの日常
品を使ったパフォーマンスを中心に行います。 普段は埼玉県を
中心に活動しています。 日本ヨーヨー協会公認デモンストレー
ター、 ジャグリング新人戦 2019 全日本杯ベスト 8 など。

三雲いおり
俳優、 クラウン、 ジャグラーなどを経て、 現在コメディアンとし
て舞台、 イベント、 大道芸のフェスティバルなどで活動中 （大
道芸はみなとみらい東急スクエアのみで活動）

ワンダフルワンダー
ハロウィンチックな魔法使い。 「Yes?」 「Wonder!」 という合言葉
と共にお子様からお年寄りまで楽しめるマジックショーを繰り広げ
ます！主に関東地方を中心に地域や企業のイベント、 大道芸、
レストランでのテーブルマジックなどで活動中

鼓華
東大島文化センターの和太鼓教室 （TAIKO-LAB 江東） で知
り合い令和元年 7 月 「鼓華」 を結成し、 自分たちの奏でる和
太鼓の音色で皆様に健康な笑顔を届けます。



アララ
各介護施設のボランティア、江戸川区、市川市他で演歌な
どを演奏。

市川優真
江東青少年交流プラザで活動する亀戸大道芸クラブに所属。
ボールとディアボロを使用するジャグリングパフォーマンスを得意
としています。 全日本ディアボロ選手権 2019 ジュニア部門入賞。
学童や地域祭りでパフォーマンスを披露し、 好評をいただきまし
た。 現在、 小学 6 年生のキッズパフォーマーです。

Stick Artist KIA
2016 年ジャグリング全日本大会団体金メダル 2018 年ジャグリン
グ世界大会個人ファイナリスト。 客船 ・ 企業パーティなどで活
動中

Clown Bomb
平成 10 年パフォーミングアーツカレッジにてクラウニング、即興、
ジャグリング等のクラウンに関するパフォーマンスを習得。 映画・
ドラマ （恋と嘘、 ひよっこ、 イノセント ・ ラヴ等） や東京タワー ・
六本木ヒルズ等の場所でのイベントに出演。

紙芝居屋ちかまる
普段は保育園などで演じています。 読み聞かせやパフォーマン
スなども手掛けています。 サウンドアクトやマジックを入れた紙
芝居をしたいと思っています。

こ～すけ
ヘブンアーティスト、 デックス東京ビーチ、 ソラマチなどに出演。

もんぷち＆Toko
クラウン （ピエロ） の TOKO と相棒のかわいい “もんぷち” くん
がマジック、 バルーンから、 パントマイムなど、 いろんな事で
楽しませます。 ウォークアラウンドのグリーティングからサイレント
で行うクロースアップマジックなど。 2019 年 7 月かめいど勝運大
道芸、 9/22 第 21 回深川美楽市など。

森田智博
サーカス学校出身。 在学中にジャグリングの全国大会で優勝し、
以降国内外のフェスティバルやストリート、 舞台などで活動！

クラウン マイン
クラウンとマイムをベースにパントマイム、 ジャグリング、 バルー
ンアートを中心としたノンバーバルパフォーマンスを行う。 テー
マパークやショッピングセンター、 地域イベントなどに出演。
World Clown Association 2017 シングルスキット部門 2 位

サブリミット
サーカス出身のガッツと元体操選手ヨーコによる最強アクロバット
ペア。 ジャグリング、 アクロバットの洋のショーと、 傘回し、 江
戸曲独楽と軽業曲芸の和のショーの 2 種類があります。 日本全
国、 海外 20 か国で公演しています。

ナリスナ
砂町育ちの二人組。 砂町銀座商店街で行われていた路上ライ
ブから八王子など遠方でも街づくりをテーマにしたイベントの企
画 ・ 出演。 個々でも首都圏各地の公認路上ライブや市民劇団
に参加し、 生活に寄り添うエンタメを届けている。

イノコとノンクンプラス
2016 年よりトランペット、 ユーフォニアム、 バスチューバなどの
金管アンサンブルとして活動している。 江東区文化センターの
マイステージＫＯＴＯなど出演。

たかくわみえ
関東を中心に、 名古屋、 仙台、 静岡などで大道芸しています。
ジャグリング、 曲独楽、 一輪車などの演目を全編コメディでお届
けします。

縁 （えにし）
数々のカントリーパーティーにデモダンス参加しています。 江東
区の施設が当選した時はカントリーパーティーを主催しています。

めいどのみやげ
84 歳の父親と、 45 歳の娘、 実の親子お笑いコンビです。 江東
区民。 新宿 ・ 中野 ・ 浅草を中心に漫才やコントで活動しており
ます。 NHK ・ 日本テレビ ・ TBS ・ フジテレビ ・ テレビ朝日 ・ テ
レビ東京 ・ TOKYOMX 等、 多数出演歴があります。

BigBossSoundmarket
江東区在住 ・ 在勤者が中心に活動しているビッグバンドです。
すみだ音楽祭、 浅草河童橋七夕まつり、 浜松ジャズデイ ・ キタ
ラなど各地の音楽祭などに出演しています。

七彩ーにじいろー
TAIKO-LAB という太鼓スクールの上級クラスのメンバー 4 人で
す。 教室で開催される自主ライブに参加したり、 夏祭りなどのイ
ベントで演奏したり、 チームとしても活動しています。

亀戸大道芸クラブ
2016 年から KOTO 街かどアーティストとして活動している
「TENSEI」 を中心とした小中学生のジャグリングパフォーマンス
チームです。 「江東区青少年交流プラザ」 で練習させていただ
いています。 スイソミルでのパフォーマンス、 体験会には好評を
いただきました。

Ray
2018年バルーンアート全米大会優勝。 バルーンアート以外の「何
か」 が残るバルーンパフォーマンスを目指しています。 大阪在
住で活動場所は日本全国、 世界中です。 よろしくお願いいたし
ます。

スイートレイジー
ジャズ、 ボサノバ、 昭和歌謡を中心とする演奏。 毎月第二金
曜日に新大久保ライブバー「水族館」にてライブ。 葛飾区の「下
町ライブ」に毎年出演。 約 5 年間「すみだジャズフェスティバル」
に出演　など


