
注目される人気者になりたいと思いませんか？ 

 

それなら珍しい一芸を身につけて注目されよう！ 

注目される宴会芸がわずか 2 時間で身についちゃう 

たった 2 時間で覚えられる注目を集める一芸とは？ 

 

注目される、人の視線を集める、話題の人になる 

「知ってる！〇〇やった人！」と言われる 

話題沸騰の一芸をわずか 2 時間で学べちゃう 

“パントマイム宴会芸ワークショップ”開催決定♪ 

 

老若男女だれにでもウケる一芸であるパントマイム 

ならあなたが注目されること間違い無し♪ 

楽しくて健康にもなれるパントマイムの宴会芸を 

わずか 2 時間のワークショップで教えます！ 

 

あなたはパントマイムって知っていますでしょうか？ 

 



ＴＶや動画で見られる、 

そこに小道具とか何もないのに 

本当にカベとかエスカレーターが 

あるかのように見える芸です。 

 

と口で言っても分りにくいですよね。 

 

こちらのパントマイムレッスン動画の一部をご覧ください。 

↓ 

（クリックするとＹＯＵＴＵＢＥの動画が開きます） 

 

https://youtu.be/8R6VNK6PaPs


このような面白い動きをする芸なのです♪ 

 

まだ出来る人が少ない芸である 

パントマイムを身につければ 

注目されること間違いなしです♪ 

 

職場や学校で同僚や上司、友達から 

「パントマイムやっているんだよね？」 

と話題になれることでしょう♪ 

 

そうなれば、 

 

会社の昼休みに同僚に呼ばれて 

 

「今週末の飲み会なんだけど 

〇〇がいなければ盛り上がらないから 

是非来て欲しい！」 

 



などと呼ばれるかもしれませんね♪ 

 

また、 

 

社内で会ったことの無い人でも 

あなたのことを知っていて、 

「〇〇さんパントマイムできるんだって！」 

と話題になっているかもしれませんよ♪ 

 

「どうしてパントマイムで注目を集められるのですか？」 

 

これだけの注目が集められるようになるのは 

もちろん理由がありますよ♪ 

 

その理由は 2 つあって 

 

・まだ国内でパントマイムを出来る人が少ない事 

・老若男女、誰が見てもパントマイムは面白い事 



 

なのです。 

 

職場には年の離れた方など色々な方が 

いらっしゃると思います。 

 

同年代には通じるネタも分からない事が 

多いですよね。 

 

どうしてもジェネレーションギャップがあります。 

 

それを越えて通じさせることが出来るのが 

パントマイムなのです。 

 

実際パントマイム動画を YOUTUBE にアップすると 

世界各国からの大量のコメントが付きますね♪ 

 

年齢どころか国をも越えて 



”わかる”ということです♪ 

 

実際先生の教え子にもグローバルに 

活躍している方がいます。 

 

Ｓさんと呼ばれています。 

 

そのＳさんは、パントマイムを 

はじめる前はごく普通のサラリーマンでした、、、 

 

（ここからはＳさん視点になります） 

 

私はとある金物メーカーの営業をしている 

ごく普通のサラリーマンです。 

 

あれはそう、いつものように現場に行って 

契約を取れずとぼとぼと通りを歩いていた 

時でした。 



 

「何度も何度も頭を下げて、お願いして回って 

いるけど、今日も契約は取れずか・・・ 

なんとかしたいなぁ・・・」 

 

と思っていました。 

 

そんなとき、道ばたにある看板に目がとまりました。 

 

そこには、カラフルで楽しく”パントマイム” 

と書かれていました。 

 

パントマイムは YOUTUBE の動画を見ていて 

面白そうだなと興味があったのですが、 

こんなところで教えているとは思っても 

いませんでした。 

 

日々どうしようかと悩んでいた私は 



もしかしたらパントマイムで現状を 

良い方に変えられるかも? 

と思いました。 

 

看板をよく見ると、募集の看板のようでした。 

 

私は、ちょっと覗いてみようかと思い、 

そろそろとビルの中の一室へと進みました。 

 

そして、看板と同じようにパントマイムと 

書かれた扉をガチャリと開けて中に入りました。 

 

 

そうして私はパントマイムをはじめました。 

 

そこでは自分と同じようなサラリーマンや 

主婦の方がいて、安心しました。 

 



なんでも同じように誰にでも 

教えるところは無いらしいです。 

 

そうしてパントマイムをはじめて、ある時 

「Sさんってパントマイムしているんだよね」 

と噂されるようになりました。 

 

特に誰にも話していなかったのですが 

初めて 3 ヶ月で舞台に立って公演に 

出ていたのでそれに気づいた人が 

いたのです。 

 

何時の間にか社内で人気が出てきて 

いました。 

 

ちょっと嬉しかったです。 

 

さらにある日、 



会社であるものに抜擢されました。 

 

何に選ばれたのかというと 

”海外駐在員” 

でした。 

 

メーカーとして海外への 

展開をしていたので、海外にいる日本人が 

必要なのです。 

 

海外生活に興味があった私は 

嬉しかったです。 

 

海外で仕事をしたりとか 

海外とのやりとりをやっている部署の方の 

様な強力なライバルがいたので 

びっくりしました。 

 



どうにも、パントマイムをしていたことが 

知られていて、海外での仕事をうまくやって 

くれそうだと思われたらしいのです。 

 

パントマイムが国のカベ、言葉のカベを越えて 

理解されるということが知られていたからこそ 

ですね。 

 

実際パントマイムは役に立ちました。 

 

あれは駐在先のロサンゼルスで 

私の紹介をされた時のことでした。 

 

自己紹介の時にパントマイムを 

披露すると大変喜んでくれました。 

 

お陰ですぐに顔をすぐに覚えて貰えて 

仲良くなることが出来て順調な 



滑り出しとなったわけです。 

 

ほんと、パントマイムやっていて 

良かったと思いました。 

 

今では奥さんと一緒にロスで 

楽しく暮らしています♪ 

 

（話を戻します） 

 

と言う話でした。 

 

少しおおげさかもしれませんが 

パントマイムが、誰からも 

注目されて人気者になれる芸だと 

言う事ですね♪ 

 

シュンさんのお話の中でもでてきた 



パントマイムを教えていた場所は 

今は新大久保にあります。 

 

もちろん、私もそこでパントマイムを 

教えています♪ 

 

と、私の自己紹介がまだでしたね。 

 

私は 

パントマイム伝道師 シスターひろみ 

と申します♪ 

 

皆からは気軽に 

シスター 

と呼ばれていますね♪ 

 

私は 15 年にわたってパントマイムを 

教える、TOKYO MIME COLLEGE 



略して”TMC”というスクールを設立して 

運営してきました。 

 

そこでは、役者さんや芸人さんだけではなくて、 

サラリーマンや主婦の方の様な一般の方に 

パントマイムを教えています。 

 

今は亡き師匠の教えを受け継いで、 

”万人がパントマイムを出来る様に” 

してきました。 

 

これまで、15 年にわたって 800 名以上の方に 

パントマイムを教えています。 

 

おかげさまで、芸術学校での講義だけでなく、 

世界的スピーチ組織トーストマスターズクラブでの 

講義や、パレスチナの学校でのワークショップ 

など世界で活躍させて頂いています♪ 



 

もちろんパントマイム役者としても、 

劇団グランバルーンとして、韓国、台湾など 

の大舞台での公演を毎年行っています。 

 

TV で出演させていただいてもいます♪ 

 

あなたが人気者になりたいのであれば 

パントマイムを学ぶ事は良い方法だと 

思いますよ♪ 

 

パントマイムの学校に行って 3 ヶ月 

くらい練習すれば、上手になる事が 

出来るでしょう。 

 

パントマイム特有の体の使い方や 

身体を柔らかくするストレッチなど 

をしていくことで、上手くなって 



いけますよ♪ 

 

パントマイムのプロとしてやる訳で 

なければそれで十分使えます♪ 

 

パントマイムが出来る様になれば、 

 

・職場で、学校で、友達の集まりで注目される人気者になれます♪ 

・宴会や飲み会、パーティに欠かせない存在として声がかけられるようになりま

す♪ 

・普段の会話でも表現の幅が広がってより盛り上げられるようになります♪ 

・海外の人とも言葉のカベを越えて仲良くなれます♪ 

・同じようにパントマイムを一緒に学ぶ仲間ができます♪ 

 

ようになれるでしょう♪ 

 

「でもシスター3 ヶ月練習するのですよね？」 

 



そうですね。 

 

1 人前と言えるレベルになるなら、 

もっとかかります。 

 

とは言え、いきなり 3 ヶ月やってみましょう、 

では期間が長すぎて体験してみるには 

ハードルが高すぎると思います。 

 

そこで、たった 2 時間という短時間で凝縮して 

パントマイムが学べるワークショップ 

をご用意しました♪ 

 

その名も 

パントマイム宴会芸ワークショップです♪ 

 

具体的な日時は 

2 月 3 日の 19 時 30 分から 21 時 30 分までです。 



 

平日の夜に開催するので、日中お仕事が 

終わった後に参加出来ます♪ 

 

しかも、ただ学んで終わりだけなのでは 

なく、即使える宴会芸用のパントマイム芸 

が出来る様になります♪ 

 

パントマイムを続けるかどうかは 

宴会芸を披露してからでも大丈夫ですので 

是非参加してくださいね♪ 

 

 

ただ、参加するにあたって 

1 つだけお願いしたいことがあります。 

 

ここまで読んでくれたあなたなら 

問題無いことです♪ 



 

宴会芸が２時間で出来ると言っても 

簡単ではありません。 

 

お試しだからと言って 

中途半端にしてしまうと 

非常にもったいありません。 

 

だから、 

 

”本気でやるという気持ちで来てください” 

 

本気でやって、パントマイムを披露すれば 

あなたは注目されて社内で人気者になれる 

ようになるでしょう。 

 

お願いしますね♪ 

 



 

尚、参加費の方ですが 

ＹＯＵＴＵＢＥで 270 万アクセスを 

いただけた記念のキャンペーン価格として 

 

定価 8,000 円のところを 

 

5,000 円（税込み） 

（3,000 円引きです♪） 

 

で参加出来る事にしました！ 

 

飲み会 1 回分くらいの価格です。 

 

正直この価格だと、人件費やその他の 

費用で大変な事になってしまうのですが 

今はじめようと考えているあなたには是非 

是非体験してもらいたいのでこの価格にします！ 



 

ただ、ひとつ申し訳ないのですが、 

今回のワークショップ 

定員は 10 名様のみとさせて頂きます。 

 

価格的には人数を集めたいというのは 

あるのですが、そんなことより一人一人 

きちんと教えたいので、 

人数を絞っています。 

 

少人数のためあなたがこのレターを 

読んでいるころには残りわずかに 

なっているかもしれません。 

 

申し込みは先着とさせていただいて 

いますので、今すぐお申し込みくださいね♪ 

↓ 

2 月 3 日パントマイム宴会芸ワークショップに参加する！ 

https://goo.gl/forms/rKxDmTyQ38T7Yv7H2


（19 時入場 19 時 30 分開始 21 時 30 分終了 場所：新大久保（詳細はメール）） 

 

参加手順について詳しく説明すると 

このレターの 

2 月 3 日パントマイム宴会芸ワークショップに参加する！ 

をクリックする。 

↓ 

申し込みフォームが開く。 

↓ 

申し込みフォームに従って 

お名前、お電話番号、メールアドレス 

を入力して送信する。 

↓ 

メールアドレスに仮申し込み受付のメールが 

届く。 

↓ 

指定の銀行口座に 5，000 円を振り込む。 

（手数料はご負担ください） 

https://goo.gl/forms/rKxDmTyQ38T7Yv7H2
https://goo.gl/forms/rKxDmTyQ38T7Yv7H2


↓ 

入金確認＆申し込み完了のメールが届いて 

申し込み完了！ 

↓ 

ワークショップ当日を楽しみにして待つ 

↓ 

当日は動きやすい服装を準備して会社などに行く。 

↓ 

仕事を終わらせて、新大久保のスタジオに向かう。 

↓ 

ワークショップに参加する♪ 

 

申し込みはこちらからでも出来ます（上と同じです）。 

↓ 

2 月 3 日パントマイム宴会芸ワークショップに参加する！ 

（19 時入場 19 時 30 分開始 21 時 30 分終了 場所：新大久保（詳細はメール）） 

 

 

https://goo.gl/forms/rKxDmTyQ38T7Yv7H2
https://goo.gl/forms/rKxDmTyQ38T7Yv7H2


 

  

静岡県清水の山中、大自然に囲まれて育つ。演劇が好きで、劇団に入るために上

京するが落第。そんな時にパントマイムの劇を見て感激し、パントマイムの道に

入った。 

そして、パントマイム人口を増やすためにパントマイム伝道師♪シスターひろ

みを名乗り、パントマイムを広く教えるために TOKYOマイムカレッジを開く。 

今では活動が認められて、様々な雑誌や新聞に取り上げられるだけでなく、パレ

スチナやバリ、台湾など海外からも引き合いがあって、公演やワークショップを

全世界で開くなど国内海外を問わず縦横無尽に活躍している。 

●講師のプロフィール 



パントマイムを広めることで世界平和ができることを確信しており、パントマ

イムを生活や仕事に役立てるコンセプト”体話コミュニケーション”（体コミ）を

打ち立ててさらなる活動に邁進中。 

 

 



 

ぴっかぴかサマーのＨＰはこちら 

  

※世界的スピーチ組織トーストマスターズクラブでのワークショップ 

http://www.animax.co.jp/special/pikkapika/


◆ワークショップ受講者の声をご紹介します♪ 

 

♪ 木村晃一さん♪ （東京都・男性） 

Q． ワークショップを受講する前、どんなことで悩んでいましたか？ 

        小学校で授業をすることがあります。 

   その時に飽きさせないで興味を引くような 

   小技が欲しいと思っています。 

 

Q． 実際にワークショップに参加してみて、いかがでしたか？ 

   手軽にはいかない、習練が必要。 

 

Q．その他、お気付きの点、ご感想などございましたら、ご記入ください♪ 

   一発芸的に習得は難しいですね。 

   気持ちの準備中です。 

   ありがとうございました。 

 

 

♪ Ｓ．Ｆさん♪ （東京都・男性） 



Q． ワークショップを受講する前、どんなことで悩んでいましたか？ 

    出来ているのかいないのか相手の前で見せる時自信がなかった。 

 

Q． 実際にワークショップに参加してみて、いかがでしたか？ 

   楽しかった 

 

Q．その他、お気付きの点、ご感想などございましたら、ご記入ください♪ 

   また参加しようと思います。よろしくお願いします。 

 

 

♪Ｒ．Ｏさん （東京都・女性・中学生） 

Q．ワークショップを受講する前、どんなことで悩んでいましたか？ 

   人前で表現することに自信が持てなかった、もっと表現のはばを増やし

たかった。 

 

Q．実際にワークショップに参加してみて、いかがでしたか？ 

   ロボットの動きだけでも、何種類もあって、 

   一つの物でも沢山のしゅるいがあるので、 



   それらをまたパターンに分けて勉強しないといけないことがわかりまし

た！ 

 

Q．その他、お気付きの点、ご感想などございましたら、ご記入ください♪ 

   ムーンウォーク、難しかったですっっっ！！ 

 

 

♪Ｅ．Ｉさん （女性・茨城県） 

Q．    ワークショップを受講する前、どんなことで悩んでいましたか？ 

   即興でお芝居をする際のリアリティーがないこと 

 

Q．    何が決め手となってのワークショップにお申込みしましたか？ 

   メールでの丁寧な回答 

 

Q．    実際にワークショップに参加してみて、いかがでしたか？ 

   とても楽しかった。勉強になった。 

   言葉なしの表現の可能性を感じました。 

  



 

♪ Ｉ．K さん♪ （神奈川県・女性） 

    

Q．ワークショップを受講する前、どんなことで悩んでいましたか？ 

   特にありません（一度受講しているので） 

 

Q．実際にワークショップに参加してみて、いかがでしたか？ 

   楽しかったです。あっという間に過ぎてしまいました。 

   シスターや阿部ちゃんのご指導が丁寧で分かりやすかったです。 

   参加していた方も毎回年齢や性別関係なく一緒に学べるのが面白いです。 

 

Q．その他、お気付きの点、ご感想などございましたら、ご記入ください♪ 

   なかなか時間が作れませんが、また参加させてもらいますね。 

 

 

♪ 花咲かジンさん♪ （埼玉県・男性） 

Q．ワークショップを受講する前、どんなことで悩んでいました 

   特に無いんだけど・・ 



 

Q．何が決め手となってのワークショップにお申込みしましたか？ 

   前回の一ヶ月ワークショップでロボットはやってなかった。 

   壁とムーンウォークは復習も兼ねて。 

 

Q．実際にワークショップに参加してみて、いかがでしたか？ 

   前回習った事を再確認したり、新たな学びがあったり等収穫がありまし

た。 

   また、見よう見まねでも身体で表現する事が楽しく、貴重な時間でした。 

 

Q．その他、お気付きの点、ご感想などございましたら、ご記入ください♪ 

   力まない、無理をし無いなど武術に通じる事が結構あると感じました。 

 

 

申し込みはこちらからでも出来ます（上と同じです）。 

↓ 

2 月 3 日パントマイム宴会芸ワークショップに参加する！ 

（19 時入場 19 時 30 分開始 21 時 30 分終了 場所：新大久保（詳細はメール）） 

https://goo.gl/forms/rKxDmTyQ38T7Yv7H2
https://goo.gl/forms/rKxDmTyQ38T7Yv7H2
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