
新世代ジャグリングアーティスト

SHOGUN
P O R T F O L I O



出演歴

1995年2月6日生まれ。東京都出身。2008年、ジャグリングを始める。

2015年、東京都が発行するパフォーマーライセンス「ヘブンアーティスト」の審査会に合格しプロデビュー。

スティックを自在に操るジャグリング「デビルスティック」を最も得意とする。

2015年、ジャグリング国際大会にて開催されたトリック競技会「X Juggling」において優勝。

2016年には、欧州最大のジャグリングの祭典「EJC」にて開催されたバトルイベント

「Devilstick Battle」において準優勝。

日本国内のみならず、イタリア、フランス、台湾など世界各地でパフォーマンスを行う。

現在、大道芸・劇場公演・展示会・サーカスフェスティバルなど、世界各地のイベントに出演中。

その他、幼稚園やショッピングモールでのイベント出演など、出演多数

スティックを自在に操る

新世代ジャグリングアーティストによる

魅力的なひとときを-
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SHOGUN ショーグン

2012年 2月 ジャグリングオムニバスライブ「門仲ジャグリングナイト Vol.10」

2015年 6月 ジャグリングオムニバスライブ「空転劇場Vol.2」

7月 ジャグリング国際大会トリック競技会
「IJA Festival 2015 X Juggling Devilstick & Hat Division」優勝（カナダ）

9月 東京都が発行するプロパフォーマーライセンス「ヘブンアーティスト」審査会　合格

2016年 8月 世界最大のジャグリングコンベンション　バトルイベント
「European Juggling Convention 2016 Devilstick Battle」準優勝 （オランダ）

9月 スゴワザショー2016「第1回スゴ技バトル！！」 （富山）

12月 アンサンブル楽団とパフォーマーのコラボレーションコンサート
「アンサンブル室町によるメリークリスマス！エリック・サティ」

2017年 7月 数学プレゼンテーションイベント「第7回ロマンティック数学ナイト」出演
ジャグリングと数学に関するゲストスピーチ

10月 三多摩ジャグリングフェスティバル　ゲスト出演

12月 Future Circus Lab Open Stage （高雄・台湾）

2018年 2月 富士フイルム新製品発表イベント

4月 Festival dell’Oriente （ローマ・イタリア）

12月 ワークショップ「今日から君もジャグラーさ！ジャグリング体験」

2019年 12月 皇后杯 JFA 第41回全日本女子サッカー選手権大会 ウェルカムパフォーマンス

2020年 7月 観客参加型演劇 Inside Theater Vol.1「SECRET CASINO」

11月 shibuya-san LIVE and online vol.6「ジャグリングの世界 ～海外公演の裏話～」

12月 天王洲キャナルフェスクリスマスパレード

2021年 4月 True Colors CIRCUS: SLOW CIRCUS PROJECT『T∞KY∞（トーキョー）～虫のいい話～』

8月 ふしぎバスターズオンライン

8月 東京2020パラリンピック開会式

演技動画を
YouTubeにて公開中



ロマンティック数学ナイト
台湾・高雄で開催されたサーカスフェスティバル。

世界中から多くのサーカスアーティストが集まり、 ゲストショー・ワークショップなどが開催された。 

サーカス関係者や地元住民など約300名を前に、和をテーマにした10分間の演目を行った。

サーカスフェスティバル
Future Circus Lab （台湾）

ジャグリング体験会
「今日から君もジャグラーさ！
ジャグリング体験」

富山市立図書館「TOYAMAキラリ」にて開催されたジャグリング体験教室。

富山大学大道芸クラブ“バイシクル”のメンバーと共に、

小学生と保護者約40名に体験頂いた。

また、体験会の前にゲストパフォーマーとして

15分間のパフォーマンスを行った。

数学好きによる数学好きのためのショートプレゼン交流会。 

ゲストスピーカーとして、

ジャグリングの技を表す表記法

「サイトスワップ」に隠された

数理性について、実演を交えながら

講演を行った。 

過去の事例



Q.  ステージや会場の広さはどのくらいの大きさが必

要ですか？

A.  基本的には、横幅 5m × 奥行き 5m × 天井高 

5m 以上を推奨していますが、 演技内容を変更す

ることにより、さらに狭い空間でも対応可能です。 

また、事前に会場の下見を行わせて頂く場合があ

ります。

Q.  演技時間は何分からできますか？また、1日に複数

回出演をお願いすることはできますか？

A.  1～30分の間で、柔軟に対応可能です。また、1日

に複数回のショーを行うこともできます。

Q. 予算が少ないのですが、出演は可能ですか？

A.  演技内容を一部変更することにより対応可能です。 

お気軽にご相談ください。

Q. 出張での出演は可能ですか？

A.  全国・全世界、どこへでも出演に伺います。 出演

が複数日に渡る場合や、遠方での出演となる場合は、

宿泊施設をご用意頂きます。

ジャグリングアーティスト

SHOGUN ショーグン

本名: 徳川亮祐　とくがわ・りょうすけ

よくあるご質問

連絡先

Q.  お問い合わせから出演本番までの流れについて教

えてください。 

A. 1.  お問い合わせ・お見積り  

イベント概要・日程・会場の広さ・ご予算・音

響設備・電源・控室の有無など、わかる範囲で

ご連絡ください。

 2.  打ち合わせ・契約  

電話・メールにて、出演内容や出演料などにつ

いて打ち合わせ致します。また、可能であれば

会場の下見をさせて頂いております。

 3.  ご請求  

請求書を送付致します。指定口座へ出演料・交

通費をお振り込みください。

 4.  出演当日  

パフォーマンスをどうぞお楽しみください！

Q. 出演依頼はいつまでにすればよろしいですか？

A.  準備の都合上、出演日の一ヶ月前までにはご連絡

をお願い致します。また、本契約後に出演キャン

セルとなった場合、別途定めるキャンセルポリシー

によりキャンセル料を請求させて頂きます。

Mail info@jugglershogun.com

Web www.jugglershogun.com

Twitter www.twitter.com/jugglerSHOGUN

Facebook www.facebook.com/JugglerSHOGUN/

演技動画を
YouTubeで公開中！

演目プラン
イベントを盛り上げるジャグリングショーはもちろん、

体験イベントや講演会など、様々な演目プランをご用意しております。

また、イベントにあわせた独自のプランを構成することも可能です。お気軽にご相談ください。

A.スペシャルショー

B.ステージショー C.大道芸

D.ジャグリング体験教室 E.講演会

和をテーマにした特別な演目。 

世界トップクラスのジャグリングパフォーマンスをお届けします。 

劇場公演や企業パーティーなどに最適なプランです。

最も得意とするデビルスティッ

クはもちろん、ボールやクラブ・

水晶玉など様々な道具を用いた

ジャグリングショーをお届けし

ます。幼稚園や小学校での芸術

鑑賞会、子供会・老人ホームで

のイベント などに最適なプラ

ンです。

屋外での大道芸パフォーマンス。 

お客様への呼び込みや音響操作 

などすべて一人で行います。 お

客様との距離が近いのが特徴で、

様々な技と軽快なトークで 会場

を盛り上げます。 音響機材の持

ち込みも可能です。

子供から大人まで、ご一緒にお

楽しみ頂ける人気のプランです。

ジャグリング道具はすべて貸し

出し致します。 受講者が大人数

（10名以上）となる場合は、 事

前にご相談ください。

フリーランスパフォーマーとし

ての経験を元に様々な講演を

行っています。

例

+B.
ステージショー

D.
ジャグリング

体験教室

ジャグリング体験イベント
例

+B.
ステージショー

E.
講演会

小中学校向け芸術鑑賞会

演技時間 5分～30分

過去の
事例

展示会 “Festival dell’ Oriente”（イタリア）、サーカスフェスティ
バル “Future Circus Lab”（台湾）

演技時間 30分～120分

過去の
事例

体験イベント「今日から君
もジャグラーさ！ジャグリン
グ体験」、単発クラス「はじ
めてのボールジャグリング」

演技時間 5分～30分

過去の
事例

クリスマス会、夏祭り、
納涼祭、ショッピングモー
ルイベント

演技時間 30分～60分

過去の
事例

ロマンティック数学ナイ
ト、個別指導学習塾ナカ
ジュク

演技時間 5分～30分

過去の
事例

大道芸ワールドカップ in 
静岡、モリコロパーク大
道芸フェスティバル

過去のテーマ 
・好きなことを仕事にする
・ジャグリングに隠された数学
・ジャグリングと物理学  など

人気のプラン構成
人気のプラン構成




