本 名
生年月日
身 長
体 重
趣 味

柳元 綾 （やなぎもと りょう）
平成3年5月8日
173cm
62Kg
音楽鑑賞・旅行
人間観察

２7歳、
ものまね界
期待の超新星！

５歳から２０年間日本舞踊「飛鳥流」を続けている。
名取名“飛鳥 綾（りょう）”としても活躍中！
● ＴＶ出演歴 ●
【2017】
2017/1/6
フジテレビ「爆笑ものまね紅白歌合戦SP」
水前寺清子さん、竹本孝之さんと共演
2017/1/26 読売テレビ「ダウンタウンＤＸ」
2017/3/14 テレビ大阪「わざわざ言うテレビ」
2017/3/31 関西ＴＶ「ジャルやるっ！」
2017/5/4
読売テレビ「ダウンタウンＤＸ」
2017/9/8
フジテレビ「爆笑ものまね紅白歌合戦SP 八代亜紀さんと共演
2017/11/24 フジテレビ「ものまね王座決定戦SP」 決勝戦第３位
【2018】
2018/3/24
関西テレビ「ウラマヨ！」
ＢＳフジ「水前寺清子情報館」
2018/5/5
日本テレビ「嵐にしやがれ」
2018/5/10
ＢＳ日テレ「笑点 特大号」
2018/7～
サンテレビ「情報スタジアム ４時！キャッチ」
木曜日レギュラー
2018/11/30
フジテレビ「ものまね王座決定戦SP」 優勝！！
● 主なイベント出演 ●
ホテルディナーショー他、企業パーティー、フェスティバル等各種イベント
新歌舞伎座・明治座 「コロッケ特別j公演」ものまねショー

＜レパートリー＞
小林 幸子
水前寺 清子
氷川 きよし
美空 ひばり
藤 圭子
八代 亜紀
ちあきなおみ
ピーター
由紀 さおり
ゴールデンボンバー
EXILE（エグザイル）

山下 智久
大月 みやこ
山川 豊
山口 百恵
都はるみ
瀬川 瑛子
中村 美律子 他

● ＴＶ出演歴 ●
【2012】 毎日放送「千鳥のぼっけぇＴＶ」/読売ＴＶ「す・またん」/テレビ大阪「あり
えへん∞世界」/朝日放送「今ちゃんの・・・実は・・」/関西ＴＶ「ハピく
る！」小林幸子ＶＳ美川憲一/フジテレビ「ものまね紅白歌合戦」新人
コーナー 優勝
【2013】 ＭＢＳ「演芸パレード」小林幸子さんと夢の共演！/ＭＢＳ「せやねん～
今週の気になるお金」/ＭＢＳ「演芸パレード ＶＩＰステージ」/ＴＢＳ「は
なまるマーケット 今日の目玉」密着ロケ！/フジテレビ「ものまね紅白
歌合戦ＳＰ」/フジテレビ「ものまね王座決定戦」
【2014】 朝日放送「おはよう朝日です！」和牛『くるかモォ～! ヒット芽ぇかぁ』/フ
ジテレビ「ものまね紅白歌合戦」最強！春の新ネタ祭り/フジテレビ「マ
ネモノ」大阪ものまねアラジンＶＳ東京ヒットパレード/ABC「エンカメ」/フ
ジテレビ「ものまね王座決定戦SP」
【2015】 朝日放送「キャスト」/フジテレビ「ものまね紅白歌合戦」/ＴＢＳ「白熱ラ
イブビビット」/日本テレビ「月曜から夜更かし」/フジテレビ「ものまね紅
白歌合戦ＳＰ」/テレビ東京「今夜もドル箱」
【2016】 フジテレビ「バイキング」生放送/関西ＴＶ「ますだおかだのオモログ」/
フジテレビ「特盛！よしもとおしゃべりジャングル」/フジテレビ「爆笑そっ
くりものまね紅白歌合戦ＳＰ」/フジテレビ「爆笑 そっくりものまね紅白歌
合戦ＳＰ」/フジテレビ「ものまね王座決定戦SP」決勝戦第４位

松野 裕樹（まつの ひろき）
昭和62年12月8日
出身地
神戸市
身 長
172cm
体 重
秘密
最終学歴 神戸学院大学 経済学部 中退
本 名
生年月日

＜趣 味＞

フットネスクラブに通うこと、料理
＜特 技＞
ユーミンの曲を聴くとどのアルバムの曲か答えられる。
シャンプー・リンス（かなり自信あり！）
電話オペレーター
＜レパートリー＞
松任谷 由実、和田アキ子、森山 良子、森山 直太郎、渡辺 真知子、平松 愛理
石井 竜也（米米クラブ）、DEEN、BUMP OF CHICKEN（ﾊﾞﾝﾌﾟ･ｵﾌﾞ･ﾁｷﾝ）、中森 明菜、
SEKAI NO OWARI、ゲスの極み乙女。、堂本 剛（KinKi Kids）、河村 隆一、宮路おさむ、
SOPHIA、矢野顕子、美輪明宏、りゅうちぇる
● ＴＶ出演歴 ●
日本テレビ『ものまねグランプリ』６回出場！
【2014年】 朝日放送「おはよう朝日です！」和牛『くるかモォ～! ヒット芽ぇかぁ』 /
フジテレビ「マネモノ」大阪ものまねアラジンＶＳ東京ヒットパレード / ABC「エンカメ」
【2015年】 朝日放送「キャスト」 / テレビ東京「今夜もドル箱」
【2016年】 関西ＴＶ「ますだおかだのオモログ」 / フジテレビ「特盛！よしもとおしゃべりジャングル」
ＴＢＳ「珍注目No.1は誰だ!? ピラミッドダービー」
2017/3/31
関西テレビ「ジャルやるっ！」
2018/3/24
関西テレビ「ウラマヨ！」
2018/7～
サンテレビ「情報スタジアム ４時！キャッチ」
木曜日レギュラー
● 主なイベント出演 ●
ものまね・アラジン レギュラー出演中！企業表彰式、パーティー、フェスティバル等各種イベント

● ＴＶ出演歴 ●
【2014】

朝日放送「ビーバップハイヒール」リンゴ再現ＶＴＲ
フジテレビ「マネモノ」 大阪ものまねアラジンＶＳ東京ヒットパレード
ABC「エンカメ」
【2015】
朝日放送「キャスト」/毎日放送「大阪ワイドショー」
読売TV「マヨなか笑人」/朝日放送「今ちゃんの実は…」
テレビ東京「今夜もドル箱」
【2016】
関西ＴＶ「ますだおかだのオモログ」/ 読売TV「マヨなか笑人」
フジテレビ「特盛！よしもとおしゃべりジャングル」
朝日放送「今ちゃんの実は…」(4回出演）
読売ＴＶ「千鳥のおもしろツライ話買い取ります」
【2017】
朝日放送「松本家の休日」/テレビ大阪「吉本超合金Ａ」（２回出演）
テレビ大阪「わざわざ言うテレビ」/関西テレビ「ジャルやるっ！」
読売TV「マヨなか笑人」
【2018】
テレビ大阪「吉本超合金Ａ」（２回出演）
読売ＴＶ「女子アナ向上委員会 ギューン↑」
関西テレビ「ウラマヨ！」
2018/7～ サンテレビ「情報スタジアム ４時！キャッチ」
木曜日レギュラー
● おもなイベント出演 ●
ものまね・アラジンレギュラー出演中！！
各種イベント・パーティー等ゲスト出演

＜レパートリー＞

工藤 静香
大黒 摩季
森高 千里、今井 美樹
華原 朋美、松田 聖子
篠原 涼子、岡本 真夜
小柳 ゆき、中島 美嘉
中森明菜、浜崎あゆみ
安室奈美恵
広瀬香美、山口百恵
テレサ・テン、
ＥＬＴ、ZARD
アン・ルイス
ハイヒールリンゴ
My Little Lover

● ＴＶ出演歴 ●
2015/1/7
2016/11/6

朝日放送「キャスト」
TBS 「ピラミッド・ダービー」
「サンプラザ中野くん」声まねコーナー
2017/3/14
テレビ大阪「わざわざ言うテレビ」
2017/3/31
関西テレビ「ジャルやるっ！」
2018/3/24
関西テレビ「ウラマヨ！」
2018/7～ サンテレビ
「情報スタジアム ４時！キャッチ」木曜日レギュラー

● おもなイベント出演 ●
ものまね・アラジンレギュラー出演中！！
宮根誠二Ｂ.Ｄパーティーゲスト出演
各種イベント・パーティー・健康ランド等ゲスト出演

＜レパートリー＞
萬田銀次郎（竹内 力）、
ゴンゾー（タンバリン）、 PSY
Queen（フレディ・マーキュリー ）
葉加瀬太郎、アラジン（高原兄）
EXILE （関口メンディ）
サンプラザ中野くん
槙原敬之、プロレスネタ
聖飢魔Ⅱ、西城秀樹 他

＜レパートリー＞
今いくよくるよ
ハリセンボン
＜レパートリー＞
秋元 順子
ピンキーとキラーズ
天童よしみ 他

＜レパートリー＞
ジュディ・オング
山本リンダ、メーテル
平野ノラ、太田裕美、
吉田羊他

2018/7～ サンテレビ「情報スタジアム ４時！キャッチ」
木曜日レギュラー
● おもなイベント出演 ●
ものまね・アラジンレギュラー出演中！！
各種イベント・パーティー等ゲスト出演

＜レパートリー＞
吉田羊、ジュディ・オング、山本リンダ、太田裕美、
今いくよくるよのいくよ、平野ノラ、メーテル他
● ＴＶ出演歴 ●
日本テレビ「ものまねグランプリ」トルネードそっくりＳｈｏｗ！
フジテレビ「ものまね紅白歌合戦ＳＰ」吉田羊
ＮＨＫ総合「鉄オタ選手権」旭堂南鈴がメーテルで出演中
2018/7～ サンテレビ「情報スタジアム ４時！キャッチ」
木曜日レギュラー
● おもなイベント出演 ●
ものまね・アラジンレギュラー出演中！！
各種イベント・パーティー等ゲスト出演

＜レパートリー＞
今いくよくるよのくるよ
ハリセンボン 近藤 春菜
天童よしみ、秋元 順子、天地真理、欧陽菲菲、
ピンキーとキラーズ、いるか 他
● ＴＶ出演歴 ●
りん子：日本テレビ「ものまねグランプリ」吉田羊トルネードそっくりＳｈｏｗ！
2018/7～ サンテレビ「情報スタジアム ４時！キャッチ」
木曜日レギュラー
● おもなイベント出演 ●
ものまね・アラジンレギュラー出演中！！
毎月１回 道頓堀ＺＡＺAﾎポケッツにて単独ライブ開催中
各種イベント・パーティー等ゲスト出演

本 名
生年月日
身 長
体 重
趣 味

三浦紀雄
1954年1月8日
178cm
60Kg
ゴルフ・車

「全日本そっくりショー・五木ひろしの巻」
（読売テレビ／1974）にて全日本チャンピ
オンになる。
抜群の歌唱力を本人に認められ、五木
ひろし自身から芸名「三木ひろし」をいた
だく 。
五木ひろしのナンバーは全て歌えます。

● ＴＶ出演歴 ●
1990～93 「ＴＶワイドショー」関西に多数出演
1994/ 6 「目撃ドキュン」
1994/ 9 「アッコにおまかせ」（ＴＢＳ系）
1994/10 「第3回爆笑そっくりものまね名人大賞」（フジテレビ系）
審査委員特別賞受賞
1994/11 「トゥナイトII」（テレビ朝日系）
1995/ 1 「新春特番・オールスター爆笑ものまね紅白歌合戦」（フジテレビ系）
2002/ 3 「ものまね王座決定戦」（フジテレビ系）
2011/11 関西テレビ 『スーパーニュースアンカー』
2012/4
毎日放送 『千鳥のぼっけぇＴＶ』
2012/5
テレビ大阪「ありえへん∞世界」
朝日放送 「今ちゃんの・・・実は・・」
● おもなイベント出演 ●
各種イベント
ものまね・アラジンレギュラー出演中！！

7月31日生まれ。
本名 瀬川学
出身地 大阪
血液型 B
趣味・特技
BaseBall絵

2006年11月FANKY★YAZAWAとして、モノマネ活動開始、現在に至る。
ライブでは、自らの手で製作した、自作マイクスタンドを愛用。
衣装、他、小物に至るまで全てにおいて、"矢沢"に拘る。
そのステージは、見るもの全てに感動を与える。
・2009年国連支援交流協会本部から感謝状を贈呈される。
・2009年東京都平成21年度版人権メッセージに掲載される。
● ＴＶ出演歴 ●
平成23年12月
関西ＴＶ 『どっきんぐ４８』
平成24年 4月
毎日放送 『千鳥のぼっけぇＴＶ』
平成25年5月12日 読売ＴＶ「日曜もダメよ」 ファンキー矢沢密着取材
平成25年11月8日 読売ＴＶ「ハテナ？の缶詰」
平成27年1月 7日 朝日放送「キャスト」
平成28年3月26日
関西ＴＶ「ますだおかだのオモログ」
平成30年3月24日 関西TV「ウラマヨ！」
2018/7～ サンテレビ「情報スタジアム ４時！キャッチ」
木曜日レギュラー
他、ＴＶ、ラジオ多数
● おもなイベント出演 ●
ライヴ活動、各種イベント、
ものまね・アラジンレギュラー出演中！！
●2011年12月4日フルオリジナルアルバムCD『√'FUNKY』を発売。

＜レパートリー＞
チャン・グンソクをベースに…ルイ・アームストロング、浜田 省吾、
さとう 宗幸、吉 幾三、お笑い芸人しゃべり等のものまねを折込む
ミスターチルドレン、安全地帯、福山 雅治、井上 揚水、
さだまさし、小林 旭、平井 堅、ＡＫＢ４８、ｃｈａｒａ
● ＴＶ出演歴 ●
2012/5 朝日放送 「今ちゃんの・・・実は・・」
2016/3/26 関西ＴＶ「ますだおかだのオモログ」
● おもなイベント出演 ●
ものまね・アラジンレギュラー出演中！！
各種イベント・パーティー・健康ランド等ゲスト出演

吉田美和さんの
ボリュームある
歌声を再現！
シーナのドリカム、
是非聞いて下さい。

＜レパートリー＞
DREAMS COME TRUE
島谷ひとみ
石川ひとみ

● ＴＶ出演歴 ●
2017/3/31 関西テレビ「ジャルやるっ！」
● おもなイベント出演 ●
ものまね・アラジンレギュラー出演中！！
「ものまね・アラジン５周年記念ディナーショー」他
各種イベント・パーティに出演

ＴＶ番組実績
2012年１１月
関西ＴＶ「スーパーニュースアンカー」
2012年１２月６日
関西ＴＶ「どっきんぐ４８」
2012年 １月２８日 朝日放送「ホップ！ステップ！シャンプー！！」
2012年 ４月
毎日放送「千鳥のぼっけえＴＶ」
2012年 ５月１５日 テレビ大阪「ありえへん∞世界」
2012年 ５月１６日 朝日放送「今ちゃんの・・・実は・・」
2012年 ７月 ３日 関西ＴＶ「どっきんぐ４８」
2012年 ７月２８日 関西ＴＶ「ウラマヨ」
2012年 ９月７日
読売ＴＶ「す・またん」
2012年 ９月２７日 ＴＢＳ『有田とマツコの男と女SP』 ～あの人は今！？５０人スペシャル～
2012年１０月８日
関西ＴＶ「ハピくる！」 小林幸子ＶＳ美川憲一
～もっと知りたい芸能ニュース ベスト１０～
2012年 11月７日 TBS特番 「東京VS46道府県東京キサラ 対 大阪ものまね・アラジン」
2013年 １月２日
ＴＢＳ『有田とマツコの男と女SP』～元芸能人スペシャル～
2013年 1月２０日 毎日放送 「東京VS46道府県東京キサラ 対 大阪ものまね・アラジン」
2013年 4月12日 フジテレビ「ものまね紅白歌合戦」 君島遼 新人コーナー優勝！！
2013年 4月21日 ＭＢＳ「演芸パレード」 君島遼、小林幸子さんと夢の共演！
2013年 4月27日 ＭＢＳ「せやねん～今週の気になるお金」君島遼 他
2013年 5月12日 読売ＴＶ「日曜もダメよ」 ファンキー矢沢密着取材
2013年 5月12日 ＭＢＳ「演芸パレードＶＩＰステージ」いっこく堂、嘉門達夫さんと共に君島遼出演！
2013年 6月 5日 ＴＢＳ「はなまるマーケット 今日の目玉」君島遼に密着！
2013年10月29日 フジテレビ「ものまね紅白歌合戦ＳＰ」
2013年12月29日 フジテレビ「ものまね王座決定戦」
2014年 2月 4日 朝日放送「おはよう朝日です！」
和牛『くるかモォ～! ヒット芽ぇかぁ』君島遼＆玉木夕也出演
2014年 6月14日 フジテレビ「マネモノ」大阪ものまねアラジンＶＳ東京ヒットパレード
2015年 1月7日 朝日放送「キャスト」
2015年 3月5日 毎日放送「大阪ワイドショー」
2015年 3月16日 日本テレビ「月曜から夜更かし」
2015年 5月8日 フジテレビ「ものまね紅白歌合戦」
2015年 5月18日 ＴＢＳ「白熱ライブ ビビット」
2015年 6月4日 MBS「メッセンジャーの○○は大丈夫なのか？」
2016年 3月26日 関西ＴＶ「ますだおかだのオモログ」
2016年 4月30日 フジテレビ「特盛！よしもとおしゃべりジャングル」
2016年 5月6日 フジテレビ「爆笑 そっくりものまね紅白歌合戦ＳＰ」
2016年 9月2日 フジテレビ「爆笑 そっくりものまね紅白歌合戦ＳＰ」
2016年 9月4日 ＴＢＳ「珍注目No.1は誰だ!? ピラミッドダービー」
2016年 9月27日 日本テレビ「ものまね グランプリ」
2017年3月14日 テレビ大阪「わざわざ言うテレビ」
2017年3月31日 関西テレビ「ジャルやるっ！」
2018年３月24日 関西テレビ「ウラマヨ！」
ショー実績
2012年8月
ホテルニューオータニ大阪ディナーショー
2013年11月 読売ファミリー35周年記念事業 ものまね紅白歌合戦
2014年12月 読売ファミリー記念事業 ものまね紅白歌合戦
2016年5月
ホテル阪急エキスポパーク ものまね・アラジン爆笑ものまねショー
＜お問い合わせ＞
大阪市城東区中浜３-２５-１１ 緑橋レジャービル６Ｆ

ものまね・アラジン ０６-６９６５-６６０９
＜制作・運営協力会社＞
〒536-0024 大阪市城東区中浜3丁目16番28号

株式会社ＬＣＣＰｌａｎｎｉｎｇ ＴＥＬ ０６-６１６７-５１７２
http://www.lcc-planning.jp

ＦＡＸ ０６-６１６７－５１７３

お電話お待ちし
ておりまーす
ておりまー
す！

