WiZ 主な実績

/ 2018年 02月ver.

※ 青字表記は 、和物 幻・想・師 を実施した所と実施予定です。

【 TV・ラジオ出演 】
2016年
2014年
2014年
2013年
2013年
2012年
2012年
2011年
2010年
2009年

TBS 「 金スマ 」 波瀾万丈 小林幸子編
日テレ 「 ダウンタウンのガキの使いやあらへんで ! 」
フジTV 「にじいろジーン」
NHK Eテレ 「響宴! 新春の伝統芸能」 ⇒NHK WORLDにて全世界へ配信
日テレ 樫木裕美 「 誰だって波瀾爆笑 」
Radio NIKKEI 『 伸太郎のPrecious Ones!! 』
テレ東 ポケモン15周年記念『 ピカチュウ・ザ・ライブ2012』 パシフィコ横浜
NHK金曜バラエティー 『華麗なる群舞マジック』
NHK金曜バラエティー 『秋、幻想のアートパフォーマンス 』
日テレ 世界まる見えTV特捜部

【 文化施設・劇場公演 】
2018/8/18・19

『 WiZ 幻 • 想 • 師 足立公演 』 足立区西新井文化ホール \4,500〜¥2,500
↑ このラインより上は予定です。

2018/2/17
2017/7/15
2017/2/4

『 WiZ 幻 • 想 • 師 板橋公演 』 板橋区立文化会館 \4,500〜¥2,500
1日2回 1600名 集客
『 WiZ 幻 • 想 • 師 千葉公演 』 青葉の森公園 芸術文化ホール \4,500〜¥2,500 1日2回 1200名 集客
『 WiZ 幻 • 想 • 師 船橋公演 』 船橋市民文化ホール \4,500〜¥2,500 1日2回 1800名 集客

2016/12/23〜25 『 X'mas WiZ イリュージョン・マジック ショー 』 よみうりランド らんらんホール 1日3回 \500 2000名集客
2016/2/10〜11 『 WiZ 幻 • 想 • 師 君津再演 』 君津市民文化ホール \4,000〜\2,000 1日2回 2000名集客
2015/11/29
201510/18
2015/7/19

『 WiZ 幻 • 想 • 師 八千代公演 』 八千代市市民会館 \3,500〜¥3,000 1日2回 1700名集客
『 WiZ 幻 • 想 • 師 戸田公演 』 戸田市文化会館 \3,500〜¥2,500 1日2回 1100名集客
『 WiZ 幻 • 想 • 師 四街道再演 』 四街道市文化センター \3,500〜¥3,000 1日2回 1500名集客

2015/6/14
2015/2/8

『 WiZ 幻 • 想 • 師 敦賀公演 』 敦賀市民文化センター 1日2回 1600名集客 エル・ジャパン主催
『 WiZ イリュージョン・マジック ショー 』 千葉市民会館 1日1回 800名集客 ガールスカウト主催

2014/11/29
2014/10/26
2014/7/19
2014/2/22
2013/12/8
2010/8/4〜5
2009/5/17
200911/14
2008/9/6〜7
2008/2/10
2000〜2003年
2000〜2003年

『 WiZ イリュージョン・マジック ショー 旭公演 』 いいおかユートピアセンター 文化庁支援/旭市主催
『 WiZ 幻 • 想 • 師 君津公演 』 君津市民文化ホール \ 3,500〜\2,500 1日2回 1100名集客
『 WiZ 幻 • 想 • 師 東金公演 』 東金文化会館 \ 3,500〜\3,000 1日2回 1500名集客
『 WiZ 幻 • 想 • 師 四街道公演 』 四街道市文化センター \2,500 1日2回 1700名集客
『 WiZ 幻 • 想 • 師 銚子公演 』 銚子市青少年文化会館 \2,500 1日2回 1450名 集客
AUBARD SUMMER FESTIVAL 2010 『WiZ 幻 • 想 • 師』 富山オーバードホール 2日4回 5000名 集客
国際ソロプチミスト主催 『WiZ 幻 • 想 • 師』 町田市民ホール \4,000〜\3,000 1日1回 700名 集客
『第30回 日本定住難民とのつどい』 新宿文化センター大ホール
WiZ リサイタル 『幻 • 想 • 師』 日本青年館大ホール \5,000〜\3,000 2日3回 1800名 集客
『WiZ Entertainment Magic show!!』 横浜ラポールシアター \2,500
『親と子のふれあい劇場』 宇奈月国際会館セレネ大ホール X'mas ショー 毎年出演
『定住インドシナ難民との集い』 品川区立総合区民館 “きゅりあん大ホール” 毎年出演

【 ディナー・パーティー・祝賀会・懇親会 】
2018年
2018年

仮) 日米南東部会 懇親会 10/19
泌尿器科学会学 懇親会 10/13

2018年
2018年

第33回全日本私立幼稚園連合会 関東地区教員研修千葉大会 ニューオータニ 幕張 8/21
日大校友会 第6支部 創立30周年記念式典 懇親会 浅草ビューホテル 6/13

2018年

相馬正義教授 退官記念の会 メトロポリタン 池袋 5/12
↑ このラインより上は予定です。

2018年
2018年

日大医学部同窓会 板橋支部総会 メトロポリタン 池袋 3/3
日大校友会 第5支部 2018 新春の集い ベルクラッシック 東京 2/22

2017年
2017年
2017年

第79回日本臨床外科学会総会 懇親会 東京国際フォーラム ホールB7 11/24
日本大学医学部臨時総会 懇親会 11/19
成田国際空港 東アジア空港同盟 国際会議 懇親会 成田ヒルトンホテル 11/02

2017年
2017年

第44回 日本産婦人科医会 学術集会 懇親会 ホテル ニューオータニ 鶴の間 10/21
全国間税会総連合会 全国大会 懇親会 長野 ホテル国際21 9/22

2017年
2017年
2017年
2017年
2017年
2017年
2017年

ツーリズム EXPO ジャパン 2017 WELCOME RECEPTION 東京ビッグサイト 9/21
中央区医師会ファミリーパーティー マンダリン オリエンタル 東京 9/8
クリーン工房 納涼会 ウェスティンホテル 7/7
第27回 日本心臓核医学会 懇親会 ステーション コンファレンス 東京 6/16
国分寺内科中央病院 50周年記念 祝賀会 パレスホテル立川 6/3 予定
夢空間 Illusion Magic Show 4/26
天草第一病院 春の感謝祭 4/25

2017年
2017年
2017年
2016年
2016年

九建ホーム30周年祝賀会 懇親会 4/24
わかまつKコーポレーション 懇親会 船橋グランドホテル 4/11
きぬ川 ホテル三日月 Spring Dinner Show 宴会場 2/28
勝浦 ホテル三日月 X-mas Dinner Party 観月 宴会場 12/19・20
ホテル三日月 X-mas Dinner Party 富士見亭 宴会場 12/15

2016年
2016年
2016年
2016年

さいたま医療報酬審査委員会 忘年会 大宮パレスホテル 宴会場 12/21
八千代市体育協会 50周年 八千代市市民会館 小ホール 11/26
高橋氏 旭日双光章 受章祝賀会 京王プラザホテル 宴会場 11/19
中野区立幼稚園連合会 70周年 懇親会 中野サンプラザ 宴会場 11/16

2016年
2016年

DANZERO Halloweenl Party WiZ Show ビュッフェ 10/29
佐倉LC50周年記念 懇親会 10/22

2016年
2016年
2016年

日本母性衛生学会 懇親会 予定 10/21
日大医学部同窓会 交流会 軽井沢プリンスホテル 10/8
第23回 日本遺伝子診療学会 イイノホール カンファレンスセンター 10/7

2016年
2016年

小島俊行先生 ご退任記念パーティー ホテル東京ガーデンパレス 8/26
DANZERO Magical Party WiZ Dinner Show 7/18

2016年
2016年
2016年

日本癌局所療法研究会 会長招宴 京王プラザホテル 6/9
第45回 日本脊椎脊髄病学会 学術集会会員 懇親会 幕張メッセ 国際展示場
JA青年部60周年記念 懇親会 ホテルニューオータニ 幕張

2016年
2016年

山本義一 県議会議員 女性部新年会 成田ビューホテル
臼井王子台商店会 新年会 / 佐倉ライオンズクラブ 新年会

2015年
2015年

白報会グループ 忘年会 ヒルトン東京ベイ / 創進会 みつわ台総合病院 忘年会 ニューオータニ 幕張
日本人工臓器学会 懇親会 東京ドームホテル / 千葉市医師会 忘年会 京成ホテルミラマーレ

2015年
2015年
2015年

東京弁護士会 春秋会 ファミリーパーティー 綱町三井倶楽部
三枝成彰 3.11.塾 チャリティーパーティー アメリカンクラブ
第29 回 全埼玉私立幼稚園連合会教職員中央大会 & 幼児教育フォーラム会 浦和会館

2015年
2015年

真言宗智山派豊山派 合同教育研修会 懇親会 成田ビューホテル
八千代市 街づくり市民の会 20周年パーティー ウィシュトンホテル ユーカリ

2015年
2015年
2015年
2015年
2015年

陸上自衛隊下志津駐屯地 60周年 家族感謝DAY 体育館
日本美容外科学会 第103回 懇親会 東京コンファレンスセンター有明
湘南美容外科クリニック 15周年記念パーティー 懇親会 リッツカールトン東京
女性医療ネットワーク 周年記念パーティー 懇親会 キャピタル東急
美容師組合 東京渋谷支部 春の懇親会 代官山タブローズ

2014年
2014年
2014年
2013年
2013年

市川商工会議所 青年部 創立30周年記念式典 10/18 市川市 文化遺産 法華経寺 境内
農協青年部千葉総会 / さとうクリニック 忘年会 三井ガーデンホテル千葉
帝京病院 産婦人科 忘年会 六本木ヒルズ
浦安青年会議所 卒業式 東京ベイ舞浜ホテル/ 健康保険組合 城南方面会臨時総会 川崎日航ホテル
銚子市倫理法人会、銚子ライオンズクラブ、銚子東ロータリークラブ、銚子プラザホテル、犬吠埼ホテル

2013年
2013年
2013年
2012年
2011年

連合千葉 東総香取協議会 ホテル大藤、 銚子市労働組合 銚子プラザ ホテル
八千代商工会 青年部 関東大会 八千代市体育館 / 千葉青年会議所 総会 松戸伊勢丹
宮本雅史 日本医大整形外科教授昇進祝賀会 ハイアット リージェンシー 東京
東邦大学懇親会 ・ コープホーム協力会 解散総会 Hotel The Manhattan
雪国青年会議所30周年記念Party ナスパニューオータニリゾート湯沢

4/14

ウィシュトンホテル ユーカリ

2011年
2010〜11年
2010年
2008〜9年
2005年
2004年
2003年
2002年
2002年

麻布赤坂歯科医師会90周年祝賀会 ホテルオークラ
浦安青年会議所30周年記念Party 東京ベイ東急ホテル / 帝京病院納涼会、第一生命Party、
麻布・赤坂歯科医師会 90周年 シンフォニー ディナークルーズ / 東京オペグループ懇親会、 他
第一生命社内Party他 / 『２００８ プリンスサマーフェスタ』 川越プリンスホテル 他 バッフェ \6,500〜\3,000
『New Year magic Show!!』 品川プリンスホテル クラブeX \4,000
『東急宝飾展』 ホテルニューオータニ 芙蓉 / にっぽん丸 『感動航海』 豪華客船クルーズショー
LANVIN クリスマスパーティー / 箱根園 GW 特別企画 『Magic & Illusion Show!!』 \2,500
軽井沢 プリンスホテル ５日間限定特別企画 『Magic & Illusion Show!!』 \2,500
サンシャイン プリンスホテル 『プリンスサマーフェスタ』 バッフェ Show 出演 \6,500〜\3,000

【 ゲスト出演・共演 】
2017年
2017年
2015年
2014年
2012年
2012年
2011年
2011年
2011年
2010年
2010年
2008年
2008年
2008年
2006年
2005年
2004年
2004年
2002年
2002年
2002年

Vamps Halloween Party 2017 10/28 幕張メッセ
北川ゆうじ 新曲発表 Illusion 2/2 古賀政男記念館 ケヤキホール
清水ミチコ 『一人武道館』 〜 趣味の演芸〜オープニング 1/2 日本武道館
BoA Live Tour 2014 『〜WHO'S BACK ? 〜』 9/6〜7 NHKホール
木梨憲武 『NORITAKE GUIDE 5.0』 日本橋三井ホール 3/8
花園直道 『 百花繚乱Vol. 4 』 中野サンプラザ
小林幸子 『旅館華村若女将／１１’華麗なる幸子の世界』 明治座・御園座公演
VAMPS 『HALLOWEEN PARTY 2011』 幕張メッセ 神戸ワールド記念ホール
『不来方名人寄席 2011』 岩手県民会館大ホール 第1部 出演
USA L.A. 『ANIME EXPO 2010』 MELL & WiZ Nokia Theatre
小林幸子 『かあちゃん／１０’華麗なる幸子の世界』 明治座・御園座公演
小林幸子４５周年記念公演 『天勝物語／０８’華麗なる幸子の世界』 御園座 • 博多座 • 明治座公演
『MELL FIRST LIVE TOUR ２００８ SCOPE』 特別出演
『中部奇術連合 ワンデーコンベンションin中部』 ゲスト出演
小林幸子『０６’華麗なる幸子の世界』 御園座公演
小林幸子『０５’華麗なる幸子の世界』 博多座公演
TDS That's Disneytainment with Mickey ! “Show Biz Is !!” Magician役にて出演 （３ヶ月間）
『日本海マジックフェスティバル』 ゲスト出演
姿月あさと 『Christmas Dinner Show』 ゲスト出演
座 ・ 風流堂特別公演 『流刃直線事件帖』 前進座劇場 傀儡姉妹役にて出演
JA 熊谷 感謝の集い 山川豊ショー（第一部イリュージョンショー）

【 イベント・SP・講演会・学校・幼稚園 】
2017年

千葉市 加曽利幼稚園 X'mas お楽しみ会

2017年
2017年
2016年

東金市 豊成小学校 6年生を送る会 鑑賞会 『 VisuaIllusion & Magic Show WiZ 』 2/24
中野区 金の峯幼稚園 お楽しみ会 鑑賞会 『 VisuaIllusion & Magic Show WiZ 』 1/16
新津市誕生10周年記念 美里夏祭り 『 VisuaIllusion & Magic Show WiZ 』 7/31

『 VisuaIllusion & Magic Show WiZ 』 12/12

2016年
2015年
2014年
2014年
2014年

銚子幼稚園 講演会 鑑賞会 『 VisuaIllusion & Magic Show WiZ 』 1/9
国分寺 第2小学校 謝恩会 3/24 八千代市源右衛門祭 4/5 八千代市東高自治会 夏祭り 8/29
八街南中学校 講演会 鑑賞会 11/15 / 銚子 AEON プロモーション イベント 11/16
八街二洲小学校 6年生を送る会 鑑賞会 『 VisuaIllusion & Magic Show WiZ 』 2/22
潮来 lalalu 11月イベント 11/3 / 旭 サンモール プロモーション イベント 11/8

2014年
2014年
2013年
2013年
2013年

木更津 APITA プロモーション イベント 9/27 / 山梨市 後屋敷小学校 親子鑑賞会
潮来 lalalu 新春イベント、八街文化幼稚園、山武地域フェスタ2014、
銚子 AEON プロモーション イベント 11/3・30
JAL ヘルスアップセミナー 6/24 、茅ヶ崎市 円蔵小学校 鑑賞会 9/28、
四街道市民文化祭、旭産業祭り、海上公民館、黒潮よさこい祭り、 金目鯛祭り

2012年

サマーナイトフェスタ in ミラージュ 『 Magical Night！2』

2011年
2003年
2003年
2002年
2002年

サマーナイトフェスタ in ミラージュ 『 Magical Night！』
『Intel Centrino Mobile Technology Press Conference in JAPAN』 赤坂BLITZ
大阪 天保山ベイサイドカウントダウン 第２弾 『Illusion Angels WiZ Super Illusion ２ !!』
大阪 天保山 ベイサイドカウントダウン ！スペシャルイベント 『Illusion Angels WiZ Super Illusion !!』
『FOODEX JAPAN ２００２』 カネク株式会社ブース 幕張メッセ

その他、各種企業Party、イベント等多数出演。学校公演など教育活動の現場にも携わっている。

Magic & Illusion 指導
2017年
2017年
2017年
2016年
2016年
2015年
2015年
2015年
2014年
2014年
2014年
2013年
2012〜13年
2011〜12年
2010年
2008〜9年
2006年
2005年
2003〜2004年
2002〜3年
2002年
1997〜1998年

スターダスト 超特急 『 BULLET ARENA TOUR 』 12/27 横浜アリーナ 12/30 日本ガイシホール
谷桃子バレエ団 『 くるみ割り人形 』 12/17 カルッツ 川崎
バンダイナムコ 岡本信彦 5th Anniversary Live 『 DREAM GATE 』 11/4 幕張メッセ
ハロプロ Juice=Juice 『LIVE MISSION 220』 新宿ReNY 9/25
ももクロ 佐々木彩夏 『AYAKA-NATIOND』 Quick Change 横浜アリーナ 9/19
よみうりランド 『Halloween Magic Party 』
アンジュルム 『STARTING LIVE TOUR SP』 日本武道館 大器晩成
チームしゃちほこ 『TOKYO GOGGY'S LAND』 日本ガイシアリーナ
Dog in the PWO 2014 『TOKYO GOGGY'S LAND』 舞浜アンフィーシアター
BoA Live Tour 2014 『〜WHO'S BACK ? 〜』 NHKホール
遊助 コンサートツアー2014 『“あの・・最高の出会いを一緒につくりたいんですケド。”』
AKB48 2013 『真夏のドームツアー』 / SKE48 春コン 2013 『変わらないこと。ずっと仲間なこと。』
『 SNOW WHITE 』 プレビュー 青山スパイラルホール / SCREW 『 CAVALCADE 』 MV
和央ようか ミュージカル 『 ドラキュラ 』 東京国際フォーラムC / TBS 『 リンカーン 』 友近 ゴンドラ出現
倉木麻衣コンサート 『HAPPY HAPPY HALLOWEEN LIVE 2010』
w-inds 『 7th Ave 』 Tour / マッスル ミュージカル 『 Magicarade 』 / TBS 『 プレミア映像 』
滝沢秀明 主演 『滝沢演舞城』 / BoAアリーナツアー 『Best of soul』 / 真琴つばさ ２０周年記念 『KISEKI』
三谷幸喜監督 映画 『THE ・ 有頂天ホテル』 / 『 National Tresure 』 プレビュー 東京国際フォーラム A
堂本光一 主演 『SHOCK』 / 藤井フミヤツアービデオパンフレット
サンリオピューロランド 宮本亜門演出 『Dream Review ２』 / 大地真央主演 『十二夜』
姿月あさと クリスマスディナーショー / 宝塚歌劇団 汐風幸Dinner Show 『S Wonderful !』
京都駅ビル シアター1200 ジャニーズ ファンタジー 『 KYO TO KYO 』 18ヶ月
TV指導他多数

