風船王子（ふうせんおうじ）

プロフィール

細長い風船を色んな動物、キャラクターにしてしまう、アート・バルーン・アーティストとして、
様々な場所でバルーン・パフォーマンスを行っています。
また、アート・バルーンというと、1 本で作る動物等を連想される方がほとんどですが、
風船王子は複数本で、様々な作品を作るのを得意としています！一見の価値ありです！

風船王子の実演メニューは 3 種類！
① 『アート・バルーンショー』
細長い風船を使って、ステージ上で BGM に合わせ、様々な作品を作ります。
出来上がったアート・バルーンは、その場でお客様にプレゼント！
② 『バルーンプレゼント』
（練り歩き・テーブルホッピング・グリーティング）
レストランイベントでテーブルをまわったり、店先のちょっとしたスペースで、または街中や商業施設の
フロアを移動しながら、お客様に要望を聞き、バルーン作品をその場で作り、プレゼントします。
③ 『アート・バルーン・ワークショップ講師』
アート・バルーンの作り方を教えます。
まったく初心者の方や小学生でも、ほとんどの方が短時間でアート・バルーンを作れるようになります。
※また上記以外でも、作品展示・バルーンギフト・会場装飾も大好評！様々なご要望に対応できます!

《近況》
アニメ『ワンピース』公式イベントに出演。2011 年 5 月から、ワンピースの史上最大のイベント 「ワンピース・
ドームツアー」に参加。 東京ドーム 5days（2011 年 5 月） 札幌ドーム 3days（2011 年 6 月） 福岡 Yahoo! JAPAN
ドーム 3days（2011 年 7 月） ナゴヤドーム 3days（2012 年 2 月） と、日本の 4 大ドームのメインステージ（動
員数約３５万人）でショーを行う。2011 年 8 月 23 日にはフジテレビイベント『お台場合衆国』出演、2013 年
度「ワンピース・グランドアリーナツアー」 出演！現在、日本各地で活躍中！

元々、漫才師という土壌があるので、笑いとトークを取り入れたコミカルな楽しいステージが人気。
２０１０年度、ちば大道芸認定パフォーマー、ＫＯＴＯ街かどアーティスト、のライセンスも習得。
寄席芸出身の、バルーンにこだわったパフォーマンスは必見！ぜひご覧ください!
風船王子公式サイト http://hu-senouji.com/

風船王子の実演メニュー３種類

① アート・バルーンショー(１ステージ約３０分、１日２ステージまで)

ONE PIECE 声優トークショー

JR 大宮駅

トレインフェスタ

国分寺駅ビルイベント

ONE PIECE メモリアルログ in ラグナシア (ラグーナ蒲郡)

大崎開運観音大祭

商業施設イベント（仙台）

BGM に合わせて、細長い風船で様々なものを作り、お客様にプレゼントします。
【作品例】
大きいキリン、大きいプテラノドン、花束を抱いた大きいピンクパンサー、翼を広げた大きい白鳥
大きいウミガメ。キャラクターは多種、と短い時間で、様々なものが飛び出し、子供から大人まで楽し
んでいただけます！

② アートバルーンプレゼント（練り歩き・テーブルホッピング・グリーティング）
（1 ステージ 30 分～1 時間まで、1 日合計時間・2 時間まで）

多摩川河川敷で、美容院「ROCCA」バーベキューパーティ

NBSe ながのフェスタ 2013in ビッグハット

GO!GO!大商談会（浜松）

細長い風船を使って様々なものをお客様の要望を聞きながら目の前で作ります。例えば、
【動物＆植物＆虫＆恐竜】ペンギン、大きいキリン、大きいウサギ、翼を広げた大きい白鳥、ヤシの木
サル木登りコアラ、ライオン、ニワトリ、ヒヨコ、ラブバード、ペガサス、トナカイ、パンダ、シャチ、
イルカ、バラの花チューリップ、カブトムシ、クワガタムシ、かたつむり、大きいプテラノドン、T-REX、
ステゴザウルス
【身につけるもの】
女の子は、魔法のハートの杖、プリンセス・ティアラ、天使の羽、お花のブレスレット、チューリップ
の花束
男の子には、シルクハット、蝶ネクタイ、サーベル＆鞘、ピストル＆ベルト、サメの帽子、ワニの帽子
【乗り物】レーシングカー、オートバイ、プロペラ飛行機、木馬、新幹線
【キャラクター】多種

③ アートバルーン

ワークショップ講師（約１５分～１２０分）対応します

生活向上サロン

足立区興本地域学習センター

親子サークル kozu-mix

【作品例】犬、キリン、ゾウ、花、サーベル＆鞘、魔法のハートの杖、ペンギン、プテラノドン、プロ
ペラ飛行機、大きいうさぎ、様々なキャラクター等。 時間や、参加者の実力により、教える作品を選
びます。
完成した時の喜びはもちろん、バルーン作品を作る過程でも大変楽しめます。

初めてのお子様でも、ペンギンや飛行機を！

自分達で作った飛行機で遊ぶ子供達

風船王子 主な出演
≪商業施設等≫
ワンピース・グランドアリーナツアー パシフィコ横浜 4DAYS バルーンショー 12 ステージ
ワンピース・ドーム・ツアー2011 東京ドーム
5DAYS バルーンショー 14 ステージ
札幌ドーム
3DAYS バルーンショー
6 ステージ
福岡 Yahoo! JAPAN ドーム
3DAYS バルーンショー
6 ステージ
名古屋ドーム
3DAYS バルーンショー
6 ステージ
ワンピース新章 『最後の海“新世界”編』 開幕イベント
お台場合衆国 サンサンアイランド（バルーンショー 15 分 1st）
ワンピース 声優 トークショー
ワンピース メモリアルログ in ラグナシア (ラグーナ蒲郡)
（バルーンショー30 分 2st）
『水かけまつり＆ワールドフェスタ 2012』 《風船王子のワンピース・アート・バルーンショー》
さいたま新都心けやきひろば （バルーンショー 30 分 2st）
ジャンプフェスタ 2013 幕張メッセ 2days バンダイブース (バルーンショー30 分２ｓｔ)
2011 シリーズ第 6 戦

全日本選手権 平和島 DE ライブファミリーイベント
（BOTE RACE 平和島）（バルーンショー10～15 分 5st）
イオンタウン姫路（バルーンショー30 分 2st）ボックスヒル取手 （グリーティング 30 分 3st）
イトーヨーカ堂船橋店（バルーンショー30 分 2st）ダイエー新浦安店（グリーティング 30 分 4st）
ダイエー西葛西店 （グリーティング 30 分 4st）ジャスコ北戸田店（グリーティング 30 分 4st）
≪企業等イベント≫
第 51～53 回府中市商工まつりミス府中コンテストハーフタイムショー（バルーンショー10 分 1st）
東京競馬場ブース 3DAYS （バルーンショー 20 分 3st）
第 9 回 JA 横浜シルバーセミナー （司会・健康セミナー・バルーンショー 30 分 1st）
社団法人麻布法人会 創立 60 周年社団化 40 周年 記念式典・祝賀会（バルーンショー15 分 1st）
いわて環境王国展（3Ｒ推進岩手大会併催）（紙芝居 20 分 2st・バルーンショー10 分 2st）
「e ながのフェスタ 2012～2013」（バルーンショー30 分 2st）
IZUMI MARCHE 2012（バルーンショー 30 分 2st）
「東西めぐりん」開業記念式典 （グリーティング 30 分 3st）
東京応化工業株式会社夏祭り （バルーンショー15 分 1st・グリーティング 30 分）
石福金属工業クリスマスパーティ （グリーティング 15 分 1st）
東京スタイルエステート株式会社新年会（バルーンショー 20 分 1st）
千葉県理容生活衛生同業組合中央支部新年会（バルーンショー30 分）
≪温浴施設≫
大江戸温泉物語（バルーンショー30 分 2st）群馬県粕川温泉元気ランド（バルーンショー20 分 2st）
ホテルシャトウ猿ヶ京 咲楽 （バルーンショー30 分・バルーン教室 15 分）
≪ホテル・式場・レストラン・飲食店≫
新宿東京ヒルトンホテル「マーブルラウンジ」ランチ (グリーティング 2H)
池袋メトロポリタンホテル「クロスダイン」ディナー (グリーティング 2H)
東日本大震災支援チャリティー サマーフェスティバル フローラ西船橋（バルーンショー30 分 1st）
≪住宅展示場≫
柏住宅展示場（グリーティング 30 分 4st）船橋総合住宅展示場（グリーティング 30 分 4st）
環八千鳥住宅公園（グリーティング 30 分 4st） 環八蒲田住宅公園（グリーティング 30 分 4st）
総合住宅展示場 ハウジングプレイスうしく（グリーティング 30 分 4st）
オークラランド住宅公園（グリーティング 30 分 4st）

≪学校・教育機関・施設≫
ＳＵＰＥＲ ＩＬＬＵＳＩＯＮ ＳＨＯＷ！

市民会館いわつき（バルーンショー

25 分 1ｓｔ)

※腹話術師・いっこく堂と初共演 2013 年 9 月
赤心堂病院 87・88 周年記念イベント（バルーンショー 60 分１ｓｔ）
板橋区立文化会館 プロムナード・コンサート （バルーンショー 30 分 1ｓｔ）
豊島区池袋要小学校 （バルーンショー 45 分・バルーン教室 15 分）
埼玉県川島町立川島幼稚園 （バルーンショー 30 分・バルーン教室 15 分）
山梨県市川南保育所 （バルーンショー 45 分・バルーン教室 15 分）
おおひらふじ幼稚園謝恩会 （バルーンショー 30 分 1ｓｔ）
菅刈保育園父兄会 （バルーンショー 30 分 1ｓｔ）
品川区中延児童センター （バルーンショー 45 分・バルーン教室 15 分）
「e フェスタ」品川区旗の台児童センター （バルーンショー 45 分・バルーン教室
足立区興本地域学習センター （バルーンショー 45 分・バルーン教室 15 分）
足立区興本児童館 （バルーンショー 45 分・バルーン教室 15 分）
栃木県サンセットフェスティバル （バルーンショー 30 分 1ｓｔ・グリーティング
「ポケットコンサート」 ヤマハ吉祥寺センター （バルーンショー 15 分 1ｓｔ）
ボーイスカウト目黒第７団・団バザー (バルーンショー 30 分 1ｓｔ)

15 分）

45 分 1ｓｔ）

東京都立北養護学校 （バルーンショー 45 分・バルーン教室 15 分）
神奈川県身体障害者通所授産施設「横浜光センター」（バルーンショー45 分・バルーン教室 15 分）
ピカブーキッズ クリスマスパーティ （バルーンショー50 分 2st・グリーティング 50 分 2st）
≪お祭り・奉納演芸≫
目黒のさんま祭り (グリーティング １H 3ｓｔ) 寒川神社奉納演芸（バルーンショー30 分 1ｓｔ）
五霊神社奉納演芸（バルーンショー30 分 1ｓｔ）葉山神明社夏祭り（バルーンショー30 分 1ｓｔ）
保谷天神社奉納演芸 (バルーンショー30 分 1ｓｔ) 福島県白河町納涼会 (グリーティング 2H)
ライオンズクラブ納涼例会 (バルーンショー30 分 1ｓｔ)
東京大森ロータリークラブ夜間例会 (バルーンショー15 分 1ｓｔ)
≪敬老会≫
昭島市 敬老大会・いきいき健康フェスティバル （司会・バルーンショー30 分 1ｓｔ）
三鷹市 敬老のつどい（バルーンショー 10 分２ｓｔ）
山梨県大窪区敬老会（バルーンショー 45 分１st・バルーン教室 15 分）
≪ライブ・寄席≫
第 11 回ナカハチライブ(バルーンショー15 分 1st)お笑いセメントマッチ(バルーンショー10 分 1st)
埼玉県「正明寺 柳屋一九独演会」 （漫才 10 分・バルーンショー 10 分）
三遊亭神楽 落語らいぶ IN 人形町（バルーンショー 30 分 1st）
茨城県水戸市「 一乗院寄席」(バルーンショー30 分 1st) 大笑い劇場(バルーンショー25 分 1st)
CITY CONNECTION in 名古屋 (バルーンショー30 分 1st)
≪バルーン教室≫
足立区興本地域学習センター （バルーン教室 2H） 生活向上サロン （バルーン教室 2H）
親子サークル kozu-mix （バルーン教室 40 分 3st） ブルーミングスクール（バルーン教室 2H）
≪メディア≫
NBS「e ながのフェスタ 2012」（生放送）
TVK「アイドル＠deep」 (1 コーナーで、バルーン教室)
JCN 津田沼ケーブル TV「番組宣伝」（バルーン・ディスプレイ＆番組紹介）
テレビ東京系「サキよみジャンＢＡＮＧ！」ONE PIECE３億冊突破記念！

