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2). ワークショップ実施までの流れ 

 

STEP1、実施スタイルを選択 

 

体験ブーススタイル 教室スタイル 

  

 

STEP2、実施道具を選択 

 

ディアボロ ボール ヨーヨー 皿回し バルーン 

     

一つでも複数でも可。 

 

STEP3、タイムスケジュールの決定 

 

ワークショップは Yu-ki のショーと合わせて実施可能となっております。 

Yu-ki のショータイム、ワークショップの実施タイムの設定をお願いいたします。 

 

STEP4、当日の実施 

 

パフォーマーがどんな道具を扱っているのか、実際に体験してみてください！ 
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3). 体験ブーススタイルについて 

 

会場内に体験ブース（スペース）を設置して頂き行います。 

お客様は基本自由参加で各種道具を体験して頂くスタイルです。 

 

体験ブーススタイルに必要なもの 

 

1. 実施スペース 集客想定人数から必要な面積を計算 

2. 長机 1 台〜2 台 

3. 椅子 最低 1 脚 

4. パーテーション 実施スペースを区切るため。 

5. 電源（コンセント） 一口 

6. スタッフさん 最低 1 名 

7. 時計 1 個（スタッフさんの腕時計でも可） 

 

１〜３は確実にご用意頂きたいもの。 

４〜７は可能な限りご用意頂きたいもの。 

ですが、全てにおいてご用意できないものがある場合、事前にご相談ください。 

場合によりこちらでご用意することも可能になります。 

 

体験ブーススタイルで実施可能な道具 

 

ディアボロ ボール ヨーヨー 皿回し 

    

※バルーンは教室スタイルのみ実施可能となります。 
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4)-1/2. 実施サンプル（実際に某現場で実施した例） 

 

体験道具 （クライアント様がご用意したものも含む） 

l ディアボロ 

l ボール 

l ヨーヨー 

l 皿回し 

l スカーフ 

l クラブ 

l シガーボックス 

l シェーカーカップ 

l リング 

l フラワースティック 

 

事前の取り決め 

 

ü 体験ブース開場時間は、13:00〜16:30 

ü スタッフさんはクライアント様にて確保 

ü スタッフさんの一日の動きはクライアント様にて決定（入り時間や休憩時間など） 

ü スタッフさんの役割は当日 Yu-ki から説明（安全確認や貸し出し作業、盗難対策など） 

ü 実施道具は Yu-ki の貸し出し道具＋クライアント様の施設に置いてあるもので実施 

ü Yu-ki のショーポイントと体験ブースは距離が離れている 

ü ショー終了次第、体験ブースに合流し可能な限りレクチャー 

ü ショーに影響が出てしまう場合は体験ブースは放置でもOKとの事前約束あり 

ü お客様は自由参加（入退場も自由） 

ü 道具が余っている限り好きな道具を好きなだけ体験できる 

ü 混雑してきたり、遊びたい道具待ちが発生した場合はスタッフさんによる調整を入れる 

 

以上の取り決めをしているとは言え、基本的には臨機応変に、お客様もスタッフさんも楽しく行えるよ

うな現場作りを心がけております。 
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4)-2/2. 実施サンプル（実際に某現場で実施した例） 

 

体験ブーススタイル 一日のタイムテーブル 

 

時間 Yu-ki の動き 体験ブース（スタッフさん） 

10:00 現場入り  

11:00  スタッフさん 2 名現場入り／準備 

12:00 体験ブース設置／注意事項等説明 体験ブース設置／注意事項受講 

12:30 ショーポイントへ移動 体験ブース準備 

13:00 ショー①実施 体験ブースOPEN 

13:30 ショー①終了、体験ブースへ移動 ↓ 

13:45 体験ブース合流 ↓ Yu-ki 合流 

  遊び方などレクチャー ↓ 

  ↓ 

14:30 休憩／次ショー準備へ ↓ Yu-ki ショー準備へ移動 

  ↓ 

15:15 ショー②実施 ↓ 

15:45 ショー②終了、体験ブースへ移動 ↓ 

16:00 体験ブース合流 ↓ Yu-ki 合流 

  遊び方などレクチャー ↓ 

16:30 体験ブース終了 体験ブース終了 

 撤収作業 撤収作業 

※スタッフさんの休憩は適宜取って頂きました。 

 

こちらはあくまでも一例となります。 

ご依頼頂くイベントに合わせて調整しますので、お気軽にご連絡ください！ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

Performer Yu-ki ワークショップ資料（2022/7/2 ver.） 

 本資料の掲載及び配布厳禁！  

5). 教室スタイルについて 

 

参加者を個々ではなく一つのクラスに見立て、 

全員を同じ速度でレクチャーしていくスタイルになります。 

 

教室スタイルに必要なもの 

 

1. 実施スペース 集客想定人数から必要な面積を計算 

2. 長机 1 台〜2 台 

3. パーテーション 実施スペースを区切るため。 

4. 電源（コンセント） 一口 

 

１〜２は確実にご用意頂きたいもの。 

３〜４は可能な限りご用意頂きたいもの。 

ですが、全てにおいてご用意できないものがある場合、事前にご相談ください。 

場合によりこちらでご用意することも可能になります。 

 

体験ブーススタイルで実施可能な道具 

 

ディアボロ ボール ヨーヨー 皿回し バルーン 

     

最大人数 

20 人／回 

最大人数 

20 人／回 

最大人数 

20 人／回 

最大人数 

20 人／回 

最大人数 

40 人／回 

     

所要時間 

約 30分 

所要時間 

約 30分 

所要時間 

約 30分 

所要時間 

約 15分 

所要時間 

約 30分 

※所要時間は参加人数により前後します。 
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6)-1/2. 実施サンプル（実際に某現場で実施した例） 

 

体験道具 

l ディアボロ 

 

教室スタイルの場合は、１回につき１種類の道具までとなります。 

（例：１回目ディアボロ、２回目バルーンは可能） 

 

 

事前の取り決め 

 

ü Yu-ki のショー終了後に体験教室へ移行 

ü ショースタート時間は 12:30〜と、15:00〜の２回 

ü ショースタート 30 分前に、スタッフさんの方で体験教室参加者事前受け付けを実施 

ü 今回ついてくれたスタッフさんは、会場施設管理及び記録係としてのスタッフさん 

ü 体験教室は Yu-ki 一人でも実施可能（事前に要相談） 

ü 今回はショーポイントの真横が体験教室実施ポイントのため、移動時間はゼロ計算 

 

体験教室は参加人数が限定されますが、体験ブーススタイルに比べ一人一人丁寧にレクチャーいたしま

す。 
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6)-2/2. 実施サンプル（実際に某現場で実施した例） 

 

教室スタイル 一日のタイムテーブル 

 

時間 Yu-ki の動き 体験ブース（スタッフさん） 

9:00  スタッフさん現場入り 

10:30 現場入り／準備 体験教室実施スペース準備 

12:00  体験教室①参加者事前受け付け 

12:30 ショー①実施  

13:00 ショー①終了 

体験教室①へ移行／スタート 

体験教室へ誘導アナウンス 

 ↓ Yu-ki主導で体験教室進行 体験教室見学 

13:30 体験教室①終了 

片付けの後、休憩へ 

片付け補佐 

休憩へ 

   

   

14:30  体験教室②参加者事前受け付け 

15:00 ショー②実施  

15:30 ショー②終了 

体験教室②へ移行／スタート 

体験教室へ誘導アナウンス 

 ↓ Yu-ki主導で体験教室進行 体験教室見学 

16:00 体験教室②終了 片付け補佐 

 撤収作業 撤収作業 

スタッフさんの休憩は適宜取って頂きました。 

 

こちらはあくまでも一例となります。 

ご依頼頂くイベントに合わせて調整しますので、お気軽にご連絡ください！ 
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7)-1/5. 実施可能道具について 

 

ディアボロ 

 

ディアボロとは 

中国ゴマとも呼ばれる、大道芸の中でメジャーな道具。 

近年プレイヤーの数が非常に増え、一般の方でも興味を持つ方が非常に多く、体験会での人気がダント

ツにNo.1 です！ジャグリングの中でも比較的操作が容易で、他の道具に比べて初心者でもすぐに技が

できるようになります。Yu-ki が数あるパフォーマンス道具の中で最も得意とする道具で、自身のパフ

ォーマンスだけでなく全国各地でのワークショップやレッスンを通じて多くの方々にディアボロをレク

チャーしています。 

 

教室スタイルでの実施内容 

 

1. 注意事項説明 （安全に行うために） 

2. ディアボロの回し方 （ローリングスタート） 

3. 傾きの直し方 （前後の傾きの直し方） 

4. トス （まっすぐ投げ上げてキャッチ） 

5. ウォーターフォール （紐と棒を使った技）※進捗次第で実施 

 

最大参加人数：20 人／回 

所要時間：約 30分 
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7)-2/5. 実施可能道具に関して 

 

ボール 

 

ボールとは 

ボールを使用して行うジャグリング。いわゆるお手玉のこと。２個以上のボールを落とさずに投げ続け

るパフォーマンスです。Yu-ki のデビュー当時からのレパートリーの一つ。 

ボールの種類は以下の２種類あり、ご依頼のタイミングでどちらかのご用意をさせて頂きます。 

 

l 「ロシアンボール」…ボールの中に砂を入れたもの。 

l 「ビーンバッグ」…布を縫い合わせ、中に発泡ビーズを詰めたもの。 

 

教室スタイルでの実施内容 

 

1. 注意事項説明 （安全に行うために） 

2. まずは１個のボールに慣れよう 

3. ２個でも立派なジャグリング 

4. ３個にチャレンジ （カスケード） 

5. 片手で２個のジャグリングにトライ！ ※進捗次第で実施 

 

最大参加人数：20 人／回 

所要時間：約 30分 
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7)-3/5. 実施可能道具に関して 

 

ヨーヨー 

 

ヨーヨーとは 

利き手の中指に紐を付け、その紐に繋がった本体に回転を与えながら操るおもちゃです。 

昔ではスケバン刑事、最近では星のカービィなどでヨーヨーを操っている姿が見られます。初心者にも

簡単に行える技がある中で、その奥深さは底知れず、日本を含む世界各国で大会が催され、競技性も高

い道具です。 

Yu-ki は第一次ハイパーヨーヨーブームの時（1997年頃）にハマり、文化祭などで当時から披露して

いました。 

 

教室スタイルでの実施内容 

 

1. 注意事項説明 （安全に行うために） 

2. 紐の装着の仕方 

3. ヨーヨーの上げ下げ 

4. ヨーヨーを空転させる （ロングスリーパー） 

5. 前に投げ出す （フォワードパス） 

6. 世界一周 （アラウンドザワールド） ※進捗次第で実施 

 

最大参加人数：20 人／回 

所要時間：約 30分 
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7)-4/5. 実施可能道具に関して 

 

皿回し 

 

皿回しとは 

プラスチック製のスティックを使用し、お皿に回転を与え安定させる道具です。 

お皿自体もプラスチック製を使用しますので、とても軽く、体に当たっても痛くなく、落としてしまっ

ても割れることなく安心です。コツさえ掴んでしまえば誰でも簡単に回すことができます。習得までの

時間も比較的かかりません。Yu-ki はショーで行うことはありませんが、2018年のジャグリング世界

大会では、皿回しを使用した日本人が優勝するほど実は奥深い道具の一つです。 

 

教室スタイルでの実施内容 

 

1. 注意事項説明（安全に行うために） 

2. スティックの持ち方 

3. お皿の回し方 

4. 回転したお皿を指へ移す 

5. お皿を投げてキャッチ等の応用技 ※進捗次第で実施 

 

最大参加人数：20 人／回 

所要時間：約 15分 
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7)-5/5. 実施可能道具に関して 

 

バルーン 

 

バルーンとは 

細長いバルーンを用いて作品を作り上げます。 

体験会ではどなたでも簡単にできる「うさぎ」または「剣」のどちらかを Yu-ki レクチャーのもと作っ

て頂きます。体験会実施前までに Yu-ki の方でバルーンに空気を入れておきます。作り上げた作品はそ

のままお持ち帰り頂けます。バルーンアートは極めると、作ることのできない作品は無いと言われるほ

ど自由度が高い道具です。 

 

教室スタイルでの実施内容 

 

1. 注意事項説明（安全に行うために） 

2. うさぎの作り方説明 

3. 剣の作り方説明 

 

最大参加人数：40 人／回 

所要時間：約 30分 （うさぎ 15分 ＋ 剣 15分） 
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8). 料金について 

 

ワークショップの実施は Yu-ki のパフォーマンスショーと併せての実施のみとさせて頂いております。 

なお、具体的な合計料金はお気軽にお問い合わせください。 

 

料金詳細 

 

ショー出演料 
（詳細はお問い合わせください） 

＋ 

ワークショップ実施料金 
（22,000円 ※税込） 

＋ 

実施道具料金 
（実施道具料金は以下をご覧ください。） 

 

 

体験ブーススタイル 教室スタイル 

l 道具１種類まで ・・・ ＋5,500円 

l 道具２種類まで ・・・ ＋11,000円 

l 道具３種類以上 ・・・ ＋16,500円 

l ディアボロ ・・・ ＋16,500円 

l ボール   ・・・ ＋11,000円 

l ヨーヨー  ・・・ ＋11,000円 

l 皿回し   ・・・ ＋5,500円 

l バルーン  ・・・ ＋11,000円 

※全て税込 

 

お見積もりは無料です！ 

お気軽にお問い合わせください！ 
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9)-1/2. 工作・体験教室 

 

Yu-ki もショーで実際に使用している「ロシアンボール」タイプのジャグリングボールを、 

参加者自身で作成し、そのボールを使ってジャグリングにチャレンジ！ 

終了後ボールはそのままお持ち帰り頂けるプランです。 

 

工作・体験教室の流れ 

 

STEP 1   ボールの中に食塩を入れる 

通常のロシアンボールはプレイヤーによって中に入れるものが違います。 

この教室ではお子様が万が一口に入れてしまっても問題の無いよう、食塩を入れて作成します。 

（ボール自体は、注入口をあけてある直径約 60mm程のポリエチレン製の物をお渡しします。） 

 

STEP 2   穴をビニールテープで塞ぐ 

中に入れた食塩が漏れないよう、ビニールテープで穴を塞ぎます。 

ビニールテープの貼り方は自由です。 

 

STEP 3   お絵描きやサインを書く 

自分のものだとわかるように、それぞれの個性を発揮しボールにお絵描きしてみましょう！ 

サインでもOK、なんでもOK!! 

 

STEP 4   同様に合計３個作る。 

チャレンジするのは３個のボールジャグリング。 

自分だけのオリジナルボールを３個作りましょう。 

 

STEP 5   ジャグリングにチャレンジ！ 

もちろん最初はできなくて当たり前。 

Yu-ki がしっかりとレクチャーしていきます。 

 

STEP 6   ボールは持ち帰ってお家でも練習しましょう！ 

ボールはお持ち帰り頂き、お家でもジャグリングにチャレンジ！ 

上手になったら家族にお披露目してみましょう！ 
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9)-2/2. 工作・体験教室 

 

工作・体験教室に必要なもの 

 

1. 実施スペース 集客想定人数から必要な面積を計算 

2. 長机 複数台 

3 椅子 複数脚 

3. パーテーション 実施スペースを区切るため。 

4. 電源（コンセント） 一口 

 

１〜３は確実にご用意頂きたいもの。４〜５は可能な限りご用意頂きたいもの。 

ですが、全てにおいてご用意できないものがある場合、事前にご相談ください。 

場合によりこちらでご用意することも可能になります。 

 

料金詳細 

 

ショー出演料 
（詳細はお問い合わせください） 

＋ 

工作・体験教室実施料金 
（11,000円 ※税込） 

＋ 

参加料徴収分 
（詳細は以下をご覧ください。） 

 

工作体験教室は材料費を考慮しお客様から参加費を徴収させて頂きます。 

l 個人参加費 1,500円／人 

l 親子セット 2,500円／組 

（親子セットは中学生以下の方一人 ＋ 高校生以上の方一人のセットの場合のみ） 


