
有限会社プレジャー企画
パフォーマンス カタログ



プレジャー企画が自信をもってお勧めする定番商品！
※屋外イベントでも舞台でもどのようなスタイルでも可能です。

笑わずには帰れない！
5人のクラウンによるコメディーサーカスです。始まる前から子ども達は大騒ぎ！クラウン達はステージ上
をところせましと駆け回ります。また、ステージ上からぬけでて客席内に遊びにいくことも！？。

ジャグリングあり、パントマイムあり、マジックあり、そしてもちろんわくわく、ドキドキで笑いがいっぱいのこ
の作品。プレジャーBの魅力をギュッと詰め込みました。行う場所によって作品が変化いたします。
屋外イベント・ホテルイベント・学校公演・舞台公演それぞれに最適な作品をご用意いたしますので、
まずはご相談ください。

【お客様からの感想例】
・とても親子で楽しめました。
会場と一体となって舞台に息子も上がってとても嬉しそうで楽しかったです。また是非観に来たいです。
・サービス精神がたっぷりでとても良かったです。
・あっという間に時間が過ぎてしまったです。とてもおもしろくお客全員とメンバー5人が一体となった素晴ら
しいショーでした。
・久しぶりにいっぱい笑う事ができました。子供達も大笑いして喜んでいました。
【感想 子ども編】

・わたしはこんなおもしろいことをみたのははじめてです。わたしもやってみんなからわらってもらえる人に
なりたいと思いました。 女の子

内容によって30分～90分まで変化いたします。
基本イベントやパーティーでは20～30分ショー 舞台ですと45～90分です。
舞台作品90分の場合、照明プラン・照明操作スタッフを同行させます。
出演場所やお客様の人数、年齢に合わせて一番最適なクラウンをご提案いたします。



とにかく楽しい、わくわくがギュッと詰まったステージショー！
ジャグリング・マジック・パントマイム・バルーンアートに
サーカス芸。クラウンによって得意技は様々です。
チームならでは、会社ならではの安定したレベルで

お客様に楽しんでいただけます。お客様参加パフォーマンスも
あり。どんな所でもパフォーマンス可能なのはクラウンだからこ
そ！一番人気で一番おすすめの出演スタイルです。
基本は30分ショー2ステージまで。
出演場所やお客様の人数、年齢に合わせて一番最適な

クラウンをご提案いたします。クラウンはご指名いただくことも可
能です。

イベントを盛り上げたい！お客様の人数が多い
コメディ・クラウン・サーカスは予算的にちょっと、、、
そんな声にお応えしてできたのがこの「ミニサーカス」
クラウン3名による、ジャグリング・マジック、パントマイムなど
がぎっしり詰まったショータイム！

どんな場所でもどんな条件でも比較的フレキシブルに対応可
能でイベント・舞台・簡易ステージ・ホテル・ショッピングモー
ルなど様々な場所でご依頼いただいております。

基本は30分ショー 2回まで。
出演場所やお客様の人数、年齢に合わせて一番最適な
クラウンをご提案いたします。

２人になるとこんなに面白い！

☆ジャグリングの投げ合い・取り合いができる

☆ボケとツッコミのような、関係性が生まれる

こん棒を取り合ったり、二人で投げ合って、その間に人を
挟んだりハラハラドキドキのジャグリングが可能になります。

ひとりが指示を出すけどもうひとりが全然言うことを聞いてない。
そんな二人のオモシロおかしいやりとりに、子どもたちからどんどん
笑い声とつっこみが会場内に溢れます。

◆お客様の人数が100人以上 ◆会場が広い
◆たくさんの芸がみたい ◆笑える演目を増やしてほしい
◆せっかくだから良いものをみせてあげたい。など

こんな主催者さまに喜ばれています。



会場にぎやかし

派手な衣装で目立つクラウンは集客にも役立ちます！
ブースイベントなどへのお客様の誘導であったり

施設内を回遊しながらクラウンがお客様のところにお伺
いしてマジックやバルーンアートなどで盛り上げます。

お待ちいただいているお客様や、休憩されているお客様
に楽しんでいただくことでお客様にストレスを感じさせま
せん。大きなお祭りなどでもクラウンがいることでイベン
ト自体が華やかになります。
基本は30分グリーティング 3回まで。
出演場所やお客様の人数、年齢に合わせて一番最適な
クラウンをご提案いたします。

身長3ｍの足の長いクラウンが登場。
存在感抜群で集客や大きなイベントに最適なパフォーマンス。
自由に動けるのが最大の武器で、動き回りながらお客様に
バルーンアートやマジックなどのパフォーマンスが可能です。
小さいお子様や座っている方ともコミュニケーションが取れます。
遠くのお客様にも存在をアピールできてどんどん人が集まってきます。
基本は30分×3回まで。
出演場所やお客様の人数、年齢に合わせて一番最適な
クラウンをご提案いたします。クラウンはご指名いただくことも可能です。
※すべてのクラウンが足長をできるわけではありません。

まるでヨーロッパの街角に来たような雰囲気を演出。
パイプオルガンの優しい音色を届けながら会場内を回遊する
ことができます。オルガンはハンドルを回すことで穴の開いた
紙から音楽を奏でます。曲は数種類から選択可能です。
雰囲気づくりに重点を置いたイベントなどで役立ちます。
演奏と演奏の合間にバルーンアートやマジックなどを
披露することも可能です。
基本は30分×3回まで。
どのクラウンでも使用可能です。



会場にぎやかし

とにかくインパクト大！！4ｍの巨人クラウンが登場！
よくみるとクラウンが操っています。この最大の魅力は

自由に動けること。クラウンが操作することでただの人
形がまるで意志を持っているみたいに会場内を練り歩き
ます。

エアーで膨らませる人形なので当たってもいたくありま
せんしそのふわふわ感がお子様にも大人気です。

どんどんお客様が集まってくる、集客にもってこいの商
品です。
基本は30分×3回まで。
どのクラウンでも使用可能です。
※商品だけのレンタルは行っておりません。

「先着○○名様にバルーンアートプレゼント」など
お客様に対して事前告知を行うイベントにおいて
事前に作成したバルーンアートを配布することができます。
※基本的には壊れにくい「クマ」を作成いたしますが
イベントに合わせて花だったりハートだったりも可能です。
費用はグリーティングクラウン費用に追加で
100ケ単位の発注で3000円＋消費税です。

宙に浮くヘリウム風船も用意できますが費用は別途ご確認く
ださい。

一人でいくつもの楽器を演奏しながら陽気なクラウンが
会場を練り歩きます。色・見た目・音楽とクラウンならではの

コミュニケーション能力であっという間に会場の空気が変わりま
す。
ワンマンバンドのほかにチンドン屋のスキルも持っており

口上を述べながら演奏して、昔懐かしの雰囲気を作り上げること
ができます。音で盛り上げたい、昔懐かしのイベントを計画され
ている方にぴったりの演出です。
基本は30分グリーティング 3回まで。
特殊な技術ですので、できるものが一人だけです。
あらかじめスケジュールをご確認ください。





舞台

クラウン3名による、ミニサーカスショー。 ジャグリング・

マジック・アクロバット・パントマイム・バルーン・サーカ
ス芸などのスキルをクラウンらしいギャグを織り交ぜ
ながら見せる愉快なパフォーマンス。 3名ならではの掛

け合いのパフォーマンスに、観ているみんなの笑顔が
溢れます。お客様と一緒に行う演技もたくさんあり、会
場は一体感に包まれます。パーティー ・ストリート・イベ

ントなど、どこでも可能で子どもからお年寄りまですべ
ての年代に喜んでいただけるステージショーとなって
います。

2004年、全国のおやこ・子ども劇場や小学校公
演などでスタートしたこの作品。 5人のクラウン
によるコメディーサーカスです。幕が開く前から
子どもたちは大騒ぎ！クラウン達は舞台上をと
ころせましと駆け回ります。また、舞台の上から
飛び出して客席に遊びに行くことも！？ジャグ
リングあり、パントマイムあり、サー カス芸あり、
わくわく、ドキドキで笑いがいっぱいのこの作品
は、プレジャーＢの魅力をギュっと詰め込んだ
90分。
定番の作品から懐かしのネタまでおいしいとこ
どりのお得な構成です。
構成：出演者5名スタッフ2名(音響・照明) 
理想観客数：350～500名

大人気作品「コメディ・クラウン・サーカス」がパ
ワーアップ！いままでの作品をベースに夏に特化した
内容でお届けします。スクリーン映像とコラボしたセ
ミを追いかけて巻き起こるコメディ作品「夏休みの絵
日記」や幻想的に暗闇で光るジャグリング道具を使用
した作品。サーフィンや水泳などなど夏作品を取り入
れております。いままでの作品も引き続き取り入れて
おりましてお得な内容になっております。夏休みにぜ
ひ観ていただきたい作品です。
[構成] 作品は2パターンからお選びいただけます。
上演時間60分照明プランなし出演者5名 音響スタッフ1名(車1台にて)
仕込み 2.5時間
上演時間90分(途中10分休憩アリ) 照明効果有り
出演者5名 音響スタッフ1名 照明スタッフ1名(車2台にて)

仕込み 4時間



季節に合わせたイベント提案

晴れてるのに傘をさしたクラウン。
傘からは水が出ていて、まるで
雨が降っているかのような
不思議で楽しいパフォーマンスです。
暑い屋外にぴったりの納涼パフォーマンス

光る風船・光るジャグリング道具
光る大きなボールなどを使って、夏の夜を
華やかに演出致します。
人数規模などによって金額は変動します

近年イベントとしても定着してきた「イースター」や

「ハロウィン」でのパレード企画。ハロウィンはお子様を
集めて仮装をして一緒にパレード！イースターはイー
スターエッグを一緒に作ってそれを持ってパレードする
など、お客様参加型でとても喜ばれます。

ハロウィンは司会のお姉さん＋仮装したクラウンと子
どもたちのパレード。イースターは司会のお姉さん＋
イースターバニークラウン＋仮装クラウン
と子どもたちのパレードになります。

パレード中にパフォーマンスや参加イベントも入れるこ
とが可能です。
規模や人数によって金額は変動いたしますので
まずはご相談くださいませ。



ハロウィンシーズンに、クラウンが仮装して登場！
曲や小道具もハロウィンバージョンとなり
ハロウィンイベントを盛り上げます。

オプションサービスとなりまして
ショー・グリーティング・足長・オルガンなどの
クラウンがハロウィンバージョンの衣装への
変更が可能です。
ハロウィン限定のオプションはいかがでしょうか？

楽しくパフォーマンスを観ながら交通安全に関
して改めて考えてみよう！普段生活する中で一
番身近に潜んでいる危険、それは交通事故。
大丈夫！という過信から重大な事故につな
がってしまうかも。

例えば見えているようで見えてない部分「死
角」って知ってる？

ちょっとパフォーマンスを体験しながら挑戦して
みましょう。このようにおしゃべりしながら、実際
に体験していただきクラウンのパフォーマンス
も観ていただきます。

基本は30分ショー 2回まで。

あらかじめ演者のスケジュールをご確認くださ
い。

クリスマスシーズンに、クラウンがサンタになって登場！
曲や小道具もクリスマスバージョンとなり
クリスマスイベントを盛り上げます。

オプションサービスとなりまして
ショー・グリーティング・足長・オルガンなどの
クラウンがクリスマスバージョンの衣装への
変更が可能です。クリスマスプレゼントとして
バルーンアートプレゼントもＯＫ。
クリスマス限定のオプションはいかがでしょうか？



プレジャー企画はその『企画内容』『テーマ』『施設条件』
『予算規模』に合わせた、オリジナルのショーを構成し
上演することが可能です。
マジック・影絵・人形・ジャグリング・パントマイム
サーカス芸などのテクニックを用いた、パフォーマー
ならではの表現力でお客様に楽しんでいただきます。

ミラノ万博忍者ショー

奇術師がテーマのＴＲＩＣＫ舞台

プロジェクションマッピングと白い者たち

小さなテントサーカス

小泉八雲がテーマの不思議な本

ハロウィンの時期などに人気のフェイスペイント
ご希望の絵をメニューから選んでいただき
顔にペイントさせていただきます。描いた後は
固めますので触ってもすぐ取れることはありません。
※こすれば取れてしまいます。洗顔などで落ちます。

1名約3～5分ほど
ブースを用意していただき、机と椅子の準備を
お願いいたします。拘束時間は5Ｈ/1日

4月の桜 5月のこいのぼり 6月の傘
7月の織姫さま8月かぶとむしなど
季節に合わせて毎月開催可能な
体験型ワークショップです。
小さなお子様でも参加可能。
クラウン2名が作り方を丁寧に教えます。
机や椅子が無くてもOK
材料全てこちらで用意が可能です。
1日最大3回 1回15組さま 所要時間30分



バルーンアートやジャグリング、パントマイム、玉乗り
など、普段では体験できないことを体験してもらいます。
1回約90分の内容で、全部混ぜ込むこともできますし
バルーンアートだけでも可能です。
講師1名で参加者25名まで対応可能
25名以上の場合講師を追加していただきます。
弊社で開催の場合、綱渡りや空中ブランコも体験可能です。

子どもたちにクラウンになってもらうイベントです。
子どもたちだけで、バルーンやジャグリングを習って
メイクをしてもらい衣装を着てお父さんお母さんの
前で発表会をするという流れです。
午前中授業・午後発表となります。
参加人数にもよりますが講師は最低3名必要です。

まずはお気軽にご相談ください。

ワークショップ
(体験型講座)

クラウンはコミュニケーションパフォーマンスの
プロフェッショナルです。会社の企業研修として
クラウン流のコミュニケーション講座を学び
自身のお仕事に活かしていただく講座です。

講師1名派遣 90分3コマ程度



Pleasure-Planning Co.,LTD

お絵かき隊はプロの似顔絵師チームです。
メンバーは、持ち前の個性を活かし、常に斬新で、
クオリティーの高い作品を追求し続けています。

About 似顔絵

似顔絵とは人それぞれの持つ「可愛らしさ」「愛らしさ」
「面白さ」などの個性を引き出し、外見だけでなく、
個性や内面まで表現します。
人と人をつなげるコミュニケーションツールとしても、
とても人気があります。



Pleasure-Planning Co.,LTDAbout 似顔絵

似顔絵を通じて、その場が盛り上がり、「似てる！面白い！」
等の周りの反応も楽しんでいただけます。
白黒の場合お一人様5分程度、カラーの場合は15分程度
で書き上げることが可能です。

「似顔絵コーナー」を設け、座って描きます。
コーナーに来て頂くのが難しい場合は写真からの
似顔絵作成も可能です。

似顔絵師を派遣します



写真から世界に一つだけの似顔絵をお描きします。
誕生日や記念日のプレゼント、
送別会・結婚式などのサプライズにもオススメです！

【インスタントフォト似顔絵】

カラー 4,000円（税別）～
白黒 2,500円（税別）～

名前・日付・メッセージは無料でお入れします。
下描きの段階で確認いただき、直しのご指示をいただけます。

記念日のプレゼントに
喜ばれます！

ご家族やお子様の
成長の記念に！

年賀状の印刷にも
使えます！

引っ越しの
お知らせハガキにも！

ご家族への感謝を
伝えるアイテムに！

転勤・退職等の
記念品にも！

SNSの
ユーザー画像に

名刺にも！

Pleasure-Planning Co.,LTDAbout 似顔絵



有限会社 プレジャー企画 クラウンファミリー・プレジャーＢ

〒453-0804 名古屋市中村区黄金通3-27-1
ＴＥＬ：052-483-7779 ＦＡＸ：052-483-7774

Mail:ppc@pleasure-p.co.jp URL:http//www.pleasure-p.co.jp


