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紫苑　（しおん） ☆パフォーマー
★演舞

＜プロフィール＞

鵺を題材に業を纏い業で舞い戯れの先を見つめ
続ける襲流 劒扇戯者 (かさねりゅう けんせんぎしゃ)

藤沢流闘法を学び、好奇心の赴くまま己の形を
変化させ幽玄色を得物に移す演舞を得意とし、刀、
舞扇、ベール、被衣等を使い、己の世界を構築する。
都内を中心にギャラリー、ライブハウス等で歌手、
バンドコラボショーライブ、バースデーイベント、
単独イベントなど活動の幅を拡げている男戯者。

インバウンド向けから、地元のお祭り、商用施設イベント、福祉施設慰問、バースデーイベント、婚礼、映像、
その他いろんなイベントに出演。

オペラ、クラシック、ポップス、ロック、演歌など、ジャンルを問わない演舞を、和装・洋装にて舞う。

＜主な活動実績＞

・神保町文房堂ギャラリー イベント
・銀座 Galerie Lã イベント
・なかの芸能小劇場
・After Party Tokyo  バースデーイベントコラボ
・各所のライブハウス、ホールにて、オペラ、ピアノ      シンガーさん等とのコラボパフォーマンス
・単独イベント 朧 シリーズ
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Lynne Hobday（リン ホブディ）
☆作詞家・訳詞家、ソングライター、歌手、ナレーター
★舞台・CM・ナレーション・クラシック・ヒーリング・ロック
　ミュージカル・コーラス

＜プロフィール＞

ロンドンのMaster Rock Studiosのレコーディング
コーディネーションを経て、多くの日本人アーティ
ストの英語訳詞やオリジナル英語詞を手がけて
来た。
最近では日本語の作詞も多く、ミュージカルや
アニメのキャラクター・ソングを手がけている。

ボーカリストとしては、10代の時にクラシックの
トレーニングを受けている事もあり、クラシックの
発声は勿論の事、ヒーリング系、ロックやミュージ
カルといった、幅広いジャンルをカバーできる
スキルで、コーラス、CM、映画等、多くの実績を
持つ。

また、ソロアーティストとしても、これまでにシン
グル2枚リリースするなど、まさしく、多方面に渡
り活動中。
現在、東京都内の各ライブハウスで、ライブハウス
向けのミュージカル「ホコリ姫̶Dusty Princess」
を展開。ユニークな演出、構成と日本語の歌詞
の世界観は幅広い年齢層に人気を集めている。

＜活動実績＞
【英語訳詞】
・映画『彼女は緑の光に彼を想う』主題歌「Guardian」
・映画『トロボ・エッジ』挿入歌（1曲）
・TM Revolution「Web of Night」（映画『スパイダーマン２」エンディングテーマ）
・Hyde「Roentgen」（全曲）
・L’Arc-en-Ciel「Spirits Dream Inside」（映画版『Final Fantasy』エンディングテーマ）

【オリジナル英語歌詞】
・映画「パディントン2」日本語吹き替え版　テーマ曲「Little Hero」AI（共作）

【日本語作詞】
・ミュージカル「美少女戦士セーラームーン」シリーズ
・「Break Pointナンバーワン」を含め『テニスの王子様」キャラクターソング数曲

【】

木山裕策 （きやまゆうさく）

＜プロフィール＞

1968年10月3日生
大阪出身　妻&子供4人有
出版社勤務

大学時代にはバンドの経験あり。
好きなミュージシャン：BILLY JOEL、中島みゆき、山崎まさよし

★木山裕策デビユーまでの道のり

昔から音楽が好きで大学時代もバンドをやっていたが、食べ
ていくには大変と思いプロ志望を断念、就職そして結婚、4人
の子供にも恵まれた―――。

―――2004年に甲状腺に腫瘍がある事が判明。
組織検査の結果、悪性の疑いから左側の甲状腺を全摘出。
その際、医師より「手術後に声が出なくなる危険があること」を
告げられる。
その際「手術の後にもし声が出るんだったら、絶対もう一度
歌ってみよう。」と思う。
手術は無事成功。手術直後は声が出しづらい状態が続いた
が、日々の訓練の結果、半年後には歌うことが出来るまでノド
は回復。
その嬉しさから、「自分の声をCDに残して子供達に聞かせて
あげたい！」と改めて決意し、『歌スタ!!』に挑戦。
子供達には“大人になると良いことあるよ”という部分を見せ

ていこう、という木山夫婦の子育て信条を改めて思い出し、最後まであきらめない姿を子供達に見せようと、木山は
ハンター多胡と一緒に最終プレゼンへ挑戦することを決意した。
そして迎えた最終プレゼンリベンジの当日、「この一曲を是が非でも世の中に届けたい」と“よろしく札”が上がった。

2008年2月6日「home」にてメジャーデビュー
オリコン最高位　7位を記録。

＜活動実績＞
2008年10月8日にはELLIOTT YAMINNとのクロスカバーをした楽曲を含む、企画ミニアルバムを発売。
2008年12月31日　念願の第59回NHK紅白歌合戦に出場決定
2009年2月11日に1stフルアルバム「Memorial」リリース
2009年10月から初のワンマンコンサートを東名阪で実施
2010年11月16日に童謡アルバム「うたおうか～親子で歌う童謡vol.1～」をリリース
2016年03月　初のカバーアルバム「Ｆ 守りたい君へ」リリース
2018年05月　デビュー10周年シングル「手紙」リリース
2019年02月　配信限定シングル「幸せはここに」リリース

現在、歌手としてライブ等の活動の他、多数のカラオケ番組に出演の経験を活かしたボイストレーニングや、
自身の闘病の経験を活かした講演会などの活動を行っている。

奥野裕介（おくの　ゆうすけ）
☆俳優・プロデューサー・MC司会
★企画公演団体WITHYOU主宰 

＜プロフィール＞
性別：　男 / 血液型　AB　
生年月日　1980年5月1日　
出身　京都府

趣味：阪神タイガース、野球スポーツ観戦全般、
音楽鑑賞、読書、漫画、アニメ

身長170㎝ / 体重55㎏ 
バスト80㎝ / ウエスト70㎝ / ヒップ78 
靴サイズ26.5㎝

現在、主に舞台俳優・イベントMCとして活動中

【舞台】
◆2013年
「ダイアナ2013」主演(What Collor 企画公演)
◆2014年
「ビーフシチューはビールで煮込んで」主演(WITHYOU 企画公演)
◆2015年
漫劇「天罰の執行者たち」主演
作・今野直樹（漫画家、代表作『ダブル・ハード』など）
「フェイク～海音寺睦の事件簿～」主演(WITHYOU 企画公演)
「ビーフシチューはビールで煮込んで2015」主演
WITHYOU 企画公演　兵庫県永楽館公演（豊岡市指定文化財）
◆2016年
「ササヅカイン３～戦いの果てに～」浜田人志役
(カプセル兵団 企画公演)
「ALIVE」主役(ChimoRoido企画公演)
「なよたけのかぐや姫～いまは昔、昔はいま～」阿部晴明　役
「有限会社ひきもどし」主演(WITHYOU企画)
「午後の素数」死神 田中 役 (オフィス川越企画公演)
◆2017年
「ひたすらあわれ～トミオとジュリとサブとグレ」
グレ 役(オフィス川越企画公演)
「午後の素数2017」死神 田中 役(オフィス川越企画公演)
「くらいところでお見合い」主演(WITHYOU企画公演)
「1000万ドルの夜景」坂本陸朗 役(ユーキースエンタテイメント企画公演)
◆2018年
「是非に及ばず」主演 豪田駿介 役(WITHYOU企画公演)
「THE TRAIL」主演 桧山 役(わらかどプロデュース企画公演)
「#秘密基地の桜」主演 あっくん 役(禰宜作家協会企画公演)
「VORIUSE PLACE vo.1」菅井 役(WITHYOU企画公演)
「嵐～RUN～」青木唯人 役(LOVE＆ROCK企画公演)
◆2019年
「天満月の猫」アレクサンダー 役(WITHYOU企画公演)
「愛need獣」(遅咲会企画公演)
「ヤンキャバウォーズ」小川陽平 役(WITHYOU企画公演)
「夜行万葉録」敏和 役(Jungle Bell Theater企画公演)
「蒼天の祈り」歴史音舞台　@盛林寺　明智光秀　役
◆2020年
「尊～1000万ドルの夜景」坂本陸朗 役 WITHYOU企画公演(2月東京/3月神戸公演)
「沙也可」弥太郎役　株式会社フリーハンド/有限会社Yプロジェクト　企画公演

【ドラマ】
◆2013年　日本テレビ系　お助け屋☆陣八　など

＜出演作品＞

【映画】
2016年　「龍帝」橘薫 役
（2015年ジャパンエキスポにて招待作品として世界初上映）

【ラジオ】
富山CtiyFM 「よーいちのトリプルエックス」ゲスト出演
渋谷クロスFM「悠香子のおもてなし♪」ゲスト出演
原宿TV「今夜も本気でトークショー」ゲスト出演
ワロップ放送局「とものMagic hour de Paradise」ゲスト出演
ワロップ放送局「ガールズトークdeショー」ゲスト出演
発するFM「時代を旅するECHO MUSIC」ゲスト出演
【CM】チューリップテレビ（富山）

＜主なイベント実績＞
「単独祭りSPイベントキュートン10周年記念プレミアムライブ」
全国音楽イベント「JOY POP SCRAMBLE in 名古屋」MC
「富山県高岡七夕祭り2010　ライブステージ」MC
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福永 和也
Kazuya Fukunaga 
 

生年月日：1986.3.27 
出身地：東京都新宿区 
血液型：O 型 
身長：177cm 
サイズ：B 88 W 74 H 89 
趣味：カラオケ、ビリヤード、家酒、麻雀、オンラインゲーム 
特技：ショートスリープ 
 
-主な経歴‒ 
◎2021 年 9 月～ 日テレ・東京ヴェルディベレーザ  

スタジアム MC 
◎2022 年 6 月～ 立川アスレティック FC 

アリーナ MC 
 
＜略歴＞ 
東京都新宿区生まれ。幼少期は地域の少年サッカー団体で汗を流
し、曜日問わず夕方まで、学校のグラウンドや公園で友人たちと遊
びまわる。 
中学校では放送部兼演劇部で、自身の言葉と声を多くの人に届ける
喜びを知る。子供の頃から漫画やアニメ、ゲームに没頭し、キャラ
クターの声マネやナレーションを真似て友人たちと楽しんだ。 
高校では 3年間通じてクラス委員長を務め、本人のひょうきんなキ
ャラクターで、笑いの絶えないクラスにまとめあげた。 
大学では心理学を専攻。特に臨床心理と社会心理、対人心理を学
ぶ。進路を考える際、声を活かした業界へ進む道を思案しながらも
断念。 
社会人として働きながら迎えた、20代最後の年。目前に控えた三十
路という三文字の前に、自分のやりたい仕事にチャレンジすること
を決意し、この業界に飛び込んだ。 
2019年 4月に、地上波ワイド番組メインパーソナリティに抜擢。 
 
＜TV＞ 
・2017年 3月 日本テレビ「成功の遺伝史」 
 
＜RADIO＞ 
・2021年 4月～ CRT栃木放送「Feel Upでいきましょう」 
・2019年 10月 FM FUJI 「JUNGLE CAFE」 
・2019年 8月 CRT栃木放送「第三HENTAI ～ゲツジル オフ
会という名の公開録音～」 
・2019年 4月～ FM FUJI 「border free」 
・2018年 12月 CRT栃木放送「第三HENTAI」90分特番 
・2017年 4月～ FM FUJI 「SUNDAY PUNCH★」 
 
＜CM＞ 
・2019年 チバテレ「千葉テレビ番宣・CM」ナレーション 
・2018年 チバテレ「千葉テレビ番宣・CM」ナレーション 
・2018年 7月～ 「漫画喫茶 FunkyTime」ナレーション 
・2017年 チバテレ「千葉テレビ番宣・CM」ナレーション 
・2017年 11月 azbil 「次世代ロボット」ナレーション 
・2017年 7月～ 「渥美モータース」ナレーション 
・2016年 12月～ 「オレの家」ナレーション 
 
＜MC＞ 
・2022年 6月～ 立川アスレティック FC  アリーナMC 
・2022年 3月 KADOKAWA 『A』出版イベント MC 
・2022年 2月 「JOINT EXHIBITION-線を描く-」 MC 
・2021年 11月 フウガドールすみだ アリーナMC 
・2021年 10月 KADOKAWA『聖域』出版 オンラインイベント 
・2021年 9月～ 日テレ・東京ヴェルディベレーザ  スタジアム
MC 
・2019年 6月 岡村中学 70周年フェスティバル 
・2019年 3月 3x3.EXE GAME inモラージュ柏カップ 
・2018年 11月 3×3.EXE TOURNAMENT2018-2019 YOKOHAMA 
SOJIJI 
・2017年 8月 TOKYO PARADISE CRUISING 

..etc 
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