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ホテル・パーティ・宴会場

ホテル等で行われるパーティは上質な時間やプレミア
ム感を大切にし、非日常の空間を演出します。

からふる・ぽけっとのパフォーマンス企画ではのその雰
囲気を活かすエンターテインメントを心がけています。

エレガント・ラグジュアリー・スタイリッシュ、大人向け、
ファミリー向けなど様々なコンテンツを取り揃えておりま
す。

また、テーマに合わせた演出やパフォーマンス制作に
も対応しております。

品の良いパフォーマーを手配することでもご好評をい
ただいております。ぜひご検討ください！



クラウン パフォーマンス （ホテル・パーティ・宴会場・ビュッフェ・レストラン）

クラウン（ピエロ）によるパフォーマンス。

非日常を演出する存在としてはうってつけのスタイルです。

ステージショーだけでなく、ウェルカムやお見送り、テーブル回り、他にも
抽選会やビンゴの景品プレゼンターなどさまざまな場面で楽しい雰囲気
つくりのお役に立てます。

ハロウィンやクリスマス、お正月など季節感を取り込んだ衣装での対応も
可能☆

主催者の遊び心にクラウンをぜひお使いください！

ファミリー向け専用のように思われておりますが、大人のみの列席パー
ティでも対応可能です。



某テーマパークでも清掃員のキャラクターでのサウンドパフォーマンスがレギュラーイベントとして定着しており絶
大な人気を誇っております。
特殊なシステムとそれを使用する者に優れた技術力と表現力が求められ、自然な流れで魔法を発動できるのは、
某テーマパークで演じている者を含めて世界で10人にも満たない非常に希少価値の高いエンターテインメントです。

企画オフィスからふる・ぽけっとはこれら希少性と表現の幅に着目し、ブライダルやパーティなどラグジュアリーな
場面での演出を作りました。
また、応用してのPRやプロモーションの場面でも、印象に残るパフォーマンスを実施したり構成することも可能です。
音（効果音や音楽）を軸としておりますので、年齢や性別はもちろんのこと、言葉の壁を越えてどのような国籍の
方にも楽しんでいただくことが可能です。
ハプニング芸とコミュニケーション芸の融合であり、視覚だけでなく聴覚にもインパクトを与えて記憶に残る至高の
パフォーマンス「サウンドハプン」をぜひご検討ください！
参考動画 （お問い合わせ下さい）

効果音パフォーマンス「サウンドハプン」① （ホテル・パーティ・宴会場）

「サウンドハプン」とは、パフォーマーの身体
の動きとシンクロして様々な音が発する不思議
でスタイリッシュ、かつコミカルな演出です。

日常の風景に溶け込んだキャラクターで行う
ことでさらに驚きや感動も増し、周囲に魔法の
世界のような空間を作り出します。



『アメイジングサービススタッフver.』『アメイジングゲストver.』
会場のスタッフや列席者に紛れて登場！

お客様の目の前で動きやリアクションに合わせた効果音で驚き
や不思議を演出します。
パーティや披露宴での1シーンに最適です。

その場を一体感のある明るく楽しい雰囲気にし注目を最終的
に集めた後、ゲストの挨拶や乾杯、新郎新婦入場、誕生日ソン
グに繋げるなど応用が可能です。

おしゃれでプレミアム感のある、お客様の笑顔を引き出すパフ
ォーマンスです。
参考動画 お問い合わせください

☆『パーティハプン』☆

効果音パフォーマンス「サウンドハプン」② （ホテル・パーティ・宴会場）



LEDパフォーマンス 「イルミネイトビジョン」



LEDパフォーマンス 「イルミネイトビジョン」

ポイとは元来、布でテールなどを回転させ、空中に描かれる軌跡を美しく表現する歴史の古いパフォーマンスです。
最新鋭グラフィックポイは特殊なLED基盤を高速で点滅、回転させることによって人間の目に残像（残光）として映り、
空中に画像や文字が浮かび上がります。

画像化した文字やロゴなどをプログラムし、ポイに組み込むことでイベントのテーマやメッセージを訴求する
オリジナル演出を作成いたします。
「イルミネイトビジョン」はそのグラフィックポイの演出汎用性に着目した当オフィス独自の企画名です。
プログラムは時間軸に合わせて表示させることができるため、音楽にシンクロさせたパフォーマンスも可能です。

スペースさえあればどこでも実施できます。
明るいところでも使用は可能ですが、本来のパフォーマンス性を発揮するのは
屋内かつ照明がある程度落とせる環境 あるいは 屋外夜です。

ホテル宴会場でのパーティやホールでの展示会などでおすすめです。
ポイ演技自体は2～3分程度ですので、企画単体ではなく他の道具も用いたバラエティショーとの組み合わせもご検討ください。
ビジュアルポイを持ち、かつバラエティショーも行えるパフォーマーは少ないため、スケジュールありきでの対応になります。

参考動画 https://vimeo.com/212743694 動画・静止画ともに撮影には特殊機材や設定が必要になります。

「イルミネイトビジョン」は、最新のLEDパフォーマン
ス道具「グラフィックポイ」

（ビジュアルポイ）を使用し、演技や音楽とシンクロし
て画像が空中に浮かび上がる不思議でスタイリッ
シュな演出です。

ロゴやメッセージ、写真などをプログラムすることで
さらに驚きや感動も増し、周囲に魔法の世界のよう
な空間を作り出します。

https://vimeo.com/212743694


基本的にはどのような画像も組み
込むことができます。（ファイル形式
変換や加工は必要です）
カラーイメージをいただいてそれを
踏まえた構成プログラムを作成す
ることもできます。
（色味や柄、風景、テーマなど）

メッセージも表示可能。
イベントのスローガンや組織のロゴ
などを表示することで、クライアント
も喜ぶオリジナル演出を作ることが
できます。

写真も表示可能。
よく知る新郎新婦や社長の顔などが
空中に浮かぶさシーンは会場全体が
明るい気持ちに包まれます。

「イルミネイトビジョン」 プログラム例

模様・ｶﾗｰﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ ロゴ・メッセージ 写真



☆彫像芸（スタチュー）☆

ショーや回遊を「動」とすれば彫像芸（スタチュー）は「静
」のパフォーマンスともいえます。
流動性のあるお客様の動きの中で、逆の「静」は非常に
際立ち、スタイリッシュかつアートな雰囲気を作り出しま
す。
パーティ会場のエントランスのアイキャッチとして置くと
効果的です。
パントマイムのテクニック「人形振り・ロボット」を用いて
お客様とのコミカルなコミュニケーションも交えます。

https://youtu.be/ykbsogplbEc

彫像芸（スタチュー） マネキンパフォーマンス（ホテル・パーティ・宴会場）

https://youtu.be/ykbsogplbEc


☆和装クラウン☆
洋装がベースのクラウンですが、季節やイベ
ント内容に応じて和装バージョンも可能！

「和」となると雰囲気が格式ばってしまうこと
もありますが、クラウンの持つあたたかい雰囲
気やコミュケーション能力でファミリー向けイベ
ントに最適です！

和テーマ企画や外国人向けパーティのメイン
にもアクセントにもなる和装クラウンをご活用
下さい。

和装クラウンパフォーマンス （ホテル・パーティ・宴会場・ビュッフェ・レストラン）



スタイリッシュ系・コメディ系ジャグラー（ホテル・パーティ・宴会場）

☆スタイリッシュ系☆
ジャグリング世界チャンピオンなどワールドクラス
の技術を持つパフォーマーのスタイリッシュなステ
ージです。

曲に合わせたテンポの良い魅せる演技だけでなく
、お客様に絡んでの展開も可能。

ノンバーバル（非言語）パフォーマンスで構成する
ことで言葉の枠を越えて世界中の方に楽しんでい
ただくことができます☆

☆コメディ系☆
テクニックだけでなく、トークなどを交えて笑いを
軸に展開するジャグリングステージです。

高さや迫力のあるバランス芸なども用いる者も
多く、ハラハラドキドキも加えて会場一体となっ
て盛り上げる大道芸のようなイメージのパフォー
マンスです。



☆和風・和装ジャグラー☆

ジャグリング一般は西洋的なイ
メージですが、演出や道具を和風
にアレンジすることで、日本的なイ
メージを軸としたエンターテインメ
ント空間を作り出します。季節の
企画や外国人列席のパーティなど
に最適です！

和風ジャグラー・和装ジャグラー （ホテル・パーティ・宴会場）



マジシャン スタイリッシュ系・コミカル系（ﾎﾃﾙ・ﾊﾟｰﾃｨ・宴会場・ﾋﾞｭｯﾌｪ・ﾚｽﾄﾗﾝ）

☆スタイリッシュ系・テクニカル系
曲に合わせてテンポよく展開する、テクニックも
光るマジックショーです。

なめらかな指先の動きから発する不思議な現象
の数々に引き込まれます。

ご予算や会場次第では、人間の出現や浮遊など
のイリュージョンマジックショーも可能です。

☆コミカル系・コミュニケーション系
テクニックだけでなく、トークや笑いの要素を交え
て展開するマジックショーです。

観客の物を借りたり、観客を使ったりと全体を巻
き込んでいく構成をする者も多く、一体感のある
ショーが魅力です。

歓談中や食事中のテーブル回りながらのクロースアップマジックの展開も可能です



女性マジシャン （ホテル・パーティ・宴会場・ビュッフェ・レストラン）

女性マジシャンによるマジックショー。

女性ならではの優雅さや、可憐さ、美しさなどと
マジックの要素とが組み合わさった魅力的なエン
ターテイメントです。

男性の列席が多いパーティなどではおススメで
す☆

歓談中や食事中のテーブル回りながらのクロー
スアップマジックの展開も可能です。



☆和風マジシャン・和妻☆
西洋のマジックの和風アレンジや、
日本伝統芸でもある和式手品(和

妻）のショーです。一般的なマジック
ショーには作り出せない独特な世界
観を演出することが可能です。季節
の企画や外国人列席のパーティな
どに最適です！

和風マジシャン・和妻（手妻） （ホテル・パーティ・宴会場）



パントマイム アート系・コミカル系（ホテル・パーティ・宴会場）

☆アート系☆
パントマイムをベースにマジックを組み込んだアー
ト系のファンタジックなショーです。不思議な世界
観を作り出し、会場を異世界へと誘います。

しっとりとした雰囲気なので落ち着いた状況で観て
いただけるパーティや、ホール等でのセレモニー
幕間におススメです☆

☆コミカル系☆
パントマイムをベースに様々なジャンルの要素を
加えたコミカルなショーです。

壁やカバンの固定などわかりやすいパントマイム
を組み込んだ構成が多いです。

ブラックユーモアなネタも！？

サイレント・ノンバーバル（非言語）パフォーマンスで外国の方パーティも対応可能です



タップダンス・ダンスパフォーマンス系 （ﾎﾃﾙ・ﾊﾟｰﾃｨ・宴会場）

☆タップダンス
タップは、世代や国籍を超えて多くの人たちに楽
しんでいただくことができる、目と耳で感じるエン
ターテインメントです。

コミカルなタップやミュージカル調、スタイリッシュ
なテクニカル、情熱的なタップまでさまざまな表
現があります。

☆ダンスパフォーマンス系
アニメーションダンスやバレエ、HIPHOPなどを

ベースに、ジャグリングやパントマイム、マジック
等を交えて構成する総合エンターテインメントショ
ーです。

スタイリッシュかつクールな演技は若者向けのパ
ーティなどで好評です。



☆スタイリッシュ系☆
細長い風船をひねって作品を作り上げる
ツイストバルーンの世界レベルの技術を
持った者によるスタイリッシュなステージ
です。

曲に合わせたテンポの良い魅せる超絶
技巧とともに、それらが作品に仕上がっ
ていく驚きもお届けします。

ノンバーバル（非言語）パフォーマンスで
構成することで言葉の枠を越えて世界中
の方に楽しんでいただくことができます☆

☆コミカル系☆
観客とコミュニケーションをしながら展開
するバルーンショーです。

馴染みのあるキャラクターや動物などを
おしゃべりや歌、ダンスなどを交えて作成
し、楽しい雰囲気を演出します。

大物を作るショー系や小物をたくさん作る
プレゼント系などご希望に合わせて実施
可能。
テーブルや会場内回遊でのパフォーマン
スもおススメです。

☆ストーリー系☆
物語を紡ぎながらバルーンと共にお届け
する、まるで童話や絵本のようなショーで
す。
作られるバルーン作品は物語の登場人物
や風景。
その幻想的な世界観は、作って渡すスタイ
ルのいままでのバルーンショーの枠を越
え、モノだけではなく記憶を持ち帰ることが
できるハートウォーミングな新しいショーで
す。

しっとりとした雰囲気なので落ち着いた状
況で観ていただけるパーティや、ホール等
でのセレモニー幕間におススメです。

ツイストバルーン スタイリッシュ系・コミカル系・ストーリー系

（ﾎﾃﾙ・ﾊﾟｰﾃｨ・宴会場・ﾋﾞｭｯﾌｪ・ﾚｽﾄﾗﾝ）



ポールダンス （ホテル・パーティ・宴会場）

☆ポールダンス☆
垂直に立てたポールに上ったり、逆さまになっ
たり、回転したりの、アクロバティックな技を取り
入れた、サーカス要素満載のダンス。

表現の仕方は場所やご要望に応じて、セクシー
にもコミカルにもラグジュアリーにも健康的にも
構成できます。

３~4ｍの自立型ポールも用意可能です（現場環
境各種条件あり）

ぜひ華やかさと美しさと驚きのショーをご検討く
ださい！

和装やクリスマスなど季節の衣装も対応可能



音楽回遊 アコーディオン チンドン （ホテル・パーティ・宴会場・ビュッフェ・
レストラン）

☆アコーディオン☆
まるでパリの街にいるかのように、その優雅な調
べは会場全体を非日常の空間に誘います。

エントランスや会場内の回遊はもちろん、ステー
ジでの演奏も対応可能です。

☆チンドン☆
日本人のスピリットに響く、昭和の風景「ちんどん
屋さん」

その音色は心が躍り、身体も動き出します。

和装・洋装あり。

エントランスや会場内の回遊はもちろん、ステー
ジでの演奏も対応可能です。



音モノパフォーマンス 打楽器コメディ系 三味線コメディ系 （ホテル・パー
ティ・宴会場）

☆リズム演奏パフォーマンス☆

バケツやスプーン、包丁などの日常品を使った
リズム演奏パフォーマンス、 カッコいいスティッ
ク技の他、 マジックやジャグリング、 サウンド

アクトなども織り交ぜた面白カッコいいバラエテ
ィショー。

☆三味線パフォーマンス☆

「見せる津軽三味線」「笑える津軽三味線」をテ
ーマに掲げる「肉体派津軽三味線エンターテイ
ンメント」

バカバカしさだけでなく、全国大会でも入賞す
る腕前の本格的な津軽三味線演奏加えた独特
なショー。



☆けん玉 パフォーマンス☆

けん玉全日本大会優勝、ギネス記録保持者の世
界初のプロけん玉師によるパフォーマンス。日本
の伝統的な玩具であるけん玉を遊びからパフォ
ーマンスへと変貌させた、けん玉の限界を超えた
けん玉ショー。

※けん玉体験も可

けん玉 ヨーヨー パフォーマンス（ホテル・パーティ・宴会場）

☆ヨーヨー パフォーマンス☆

ヨーヨーの世界チャンピオンによるパフォーマン
ス。ヨーヨーという誰もが知っている玩具を世界
各国の観客を魅了してきた技術と表現力で魅せ
るエンターテインメント。驚きと共にヨーヨーの無
限の可能性を感じるショー。
※ヨーヨー体験も可



☆江戸糸あやつり人形☆
江戸糸あやつり人形は、江戸時代に生まれ、江
戸～東京を中心に伝えられ、十本を超える糸と
「手板」という道具であやつる独自の構造を持ち、
日本ならではの実に繊細で、表情豊かな動きを
します。

生命感あふれる息遣いを生み出す日本独自の
人形芝居のステージです。

江戸糸あやつり人形 ・ 猿回し （ホテル・パーティ・宴会場）

☆猿回し☆
日本古来の芸能「猿回し」

調教的なショーではなく、猿回し師とお猿さんが
互いにリスペクトし合い、友情を持って演じる温
かみのあるパフォーマンスです。

ボケやツッコミもふんだんに盛り込み、子どもか
ら大人まで楽しめるショーです。



☆太神楽（だいかぐら）☆

日本の伝統芸でもある神楽芸。
奉納芸であるその技すべてひ
とつひとつに意味があり、縁起
を担ぎ、福を招きます。
日本人にとっては受け継が
れてきた魂を感じる芸能であり、
外国人にとっては新しくもあり、
また、日本を体感できる芸能
です。
季節の催し物はもちろん、祭
事、パーティ、国際交流イベン
トなどに最適です！

太神楽 獅子舞 （ホテル・パーティ・宴会場）



☆音楽☆

各種ステージミュージシャンも手配可能です。
クラシックやポップス、ジャズなどイメージやご予算に合
わせてプロのアーティストをご提案いたします。

音楽ステージ （ホテル・パーティ・宴会場）

パフォーマーとのコラボレーションも！
https://youtu.be/u-QFs1NQHQI

https://youtu.be/u-QFs1NQHQI

