






白井光浩
（サラリーマン）

欄鱒顔　等

澤村t博
（電動夏子安置システム）

【プロフィール】

第10回公演から参加。
主宰劇団、東京2の解散後、電動
王子を拠点に様々な団体の公演
に出演。
大好きな将棋は高校時に東京代
表を務めた程の腕前。
電王きっての理論派で、稽古も全
て理詰めで行う。

【一間一昔】

①可もなく不可もなく。平々凡々。
②タバコ。
③もう特に何もねえなあ
④役・・・というか、ジェナーやって

犠穿みたいです。体験版からずっと操
られているので。
で、ジョジョみたいに、台詞の横
に点々が付くような台詞を言って
みたいなあ。

⑥頑張ります。種々に。

用松亮

【プロフィール】

電動王子安置システム初参加。
桐朋学園芸術学部卒業後、五反
田団やハイバイなど数多くの劇団
の公演に参加。池袋盤に引き続
き下北盤も参戦。実家は新鮮な
牛乳をお届けする酪農家。

【一間一答】

（む評判いいよ～

②排便？出す？
③いい汗かいていきましょう
④ノルマの臼井さん
⑤最後までたっぷりお楽しみくだ
さい。

【今後の活動】

サルとピストル第11回公演
「ハイイロノ・ド・ンゾコ」

王子小劇場
2010年11月25日（木）～28日（日）

http：／／www．geoGities．jp／saru」）isu

池田葵
（大沢事務所）

【プロフィール】

電動王子には初参加。
今春、文学座附属演劇研究所を
卒業。
その後大沢事務所に所属し現在
に至る。
多数の舞台と共に声優でも活躍。
それでもラーメンが大好き。

【一間一昔】

①あんぽんに合うおいしい牛乳を
探し求めながら、張り込みを頑張

噸攣っている。
②妄想。
③わたしとあなたのおでこを足し

感蒜琵禁留ま話芸から。

』鱒警諾讐諾聖だ㌘孟夏呈
】と一緒に胸を高鳴らせて下され

闇ば幸いです。

城戸涼子
（女流棋士）

小舘絵梨

【プロフィール】

電動王子安置システムには3匡l
Eの参加。
日本映画学校を経て円演劇研
究所を卒業後、数多くの小劇場
の公演やイベントに参加。

着付けや日舞など、日本日本な
実力派女優。
池袋盤下北盤共に参加。

【一間一昔】

①相手が立ち直れないくらいの
勝利を目指し、日々頑張っていま

一鴨芸器芳芸濃票ばれない

頂霊芝悪賢新札てみては？
④堀井さん

1読誤豊富諾品
はございませんのでご安心を…

【今後の活動】

演劇ユニットりんご屋公演
「3WAYミラーJ

MACOTOシアター銀座
2010年11月5日（金）～7日（日）
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渡辺美弥子
（電動王子安置システム）

【プロフィール】

劇団旗揚げメンバー。
dePHANTMoon等の他劇団の公

演にも多数出演。
得意技である七色の声を駆使し
た一人芝居でも積極的に公演を
行う。
近年はお笑いライブにも多数出

㌢‥‘演し好評を博す。

【一間一客】

ガ　　①祭壇にくす玉やクラッカーを仕

膨短髪叢書諾野中0霊柩車を運
②コンビニでどの稟子にしようか
悩む至福の時間。
③いつか歌った川本真琴の「桜」
をもう一度！

④城戸さん。というか小舘さんの
フアンです。

⑥またお会いできるよう奮闘しま
す。

加納直
（プログラマー）

メr暮

じょん
（電動夏子安置システム）

【プロフィール】

劇団旗揚げメンバー。
以降、9割方の公演に参加。
食事がポテトチップスやコーラと
いった偏食家。

今夏熱中症で病院へ搬送。
外部公演や映像作品への出演も
多い。

【一間一事】

①仕事の付き合いで酒とかありえ

綴墓誌る．ポテる
③成田高校の試合見たいから休

J痍ザ憩時間を延長するのはいかがな
機略ものかとく集）。

④伊豆井
⑤ご来場ありがとうございます。
これね。池袋盤のDVDXわなき
ゃ。ニヤニヤ。

伊豆井久美子
（保険外交員）

ノ書、暮　　メいる方のケアをしたり。

②r集う」集えない人生なんて。

才芸伽、柵も霊語漂慧蒜芸慧完

なしお成
（電動夏子安置システム）

【プロフィール】

第12回公演から参加。
近年は年4本以上の客演公演を
行っている。
ふくよかでツツコミの得意な面白
い女優といえばなしお成。

【一間一昔】

①保険を売ったり保険に加入して

④門倉。そして美弥子さんに伊
井をやってもらって死ぬほど振り

、√　回す。そりゃあもうイライラさせる。

⑥ご覧頂けて嬉しいです。また見
たいと育ってもらえるように頑張り

ます。

【今後の活動】

大森ヒロシプロデュース
『あまから』
2010年11月12日（金）～21日（日）

中野ザ・ポケット

堀井進
（？？？）

笥糟糠蓼

中川敏伸

【プロフィール】

電動王子には初参加。
2007年に上京。

その後、様々な小劇場に出演。
掛けているメガネは決してダテで
はない。
趣味で、HIPHOP（RAP）を作っ
ている。

【1間一昔】

①仕事が出来る出来ないは別と
して、どんな職につこうと鞄は常
に背負ってるんだろうな。

一群■璽［空？1空や
ー　③「立つ」ですよね？！
亜④ノルマのエキシビジョンをやっ

てみたいので、臼井。
⑤男性の皆さん、間違いなく「立
つ」ですよね？！女性の皆さん、
何かごめんなさい。

【今後の活動】

劇団ポストマン4通日の手紙
『紅葉姫』
件・演出山岡祐子
2011年1月13日（禾）～16日（日）

神楽坂diepratze



芹揮和歌
（ウェイトレス）

前園あかり
（バナナ学園純情乙女租）

【プロフィール】

電動王子には初参加。
桜美林大学在学時より劇団を結
成。
他にも、世田谷シルクやTOKYO
PLAYERSCOllECT10Nなどにも出

演。
将来の夢はお嫁さん。

顔聖警芝監造語完芸子朋。

〉′（．メ霊宝器ラ．ブに出ませんか？？∬　　ぁと、浴衣が絶対似合うと患いま

す。
④城戸さんか江利さんか根原さ

好意を＿ムがどっちに傾くか分から
ない展開が私は凄くすきです。一
緒に考えながら愉しんで頂けたら
幸いです。なにより勝ちたい。

【今後の活動】

バナナ学園純情乙女租
都内某所学園祭おはぎライブ（仮）
2010年10月末～11月初旬
http：／／banana．oiran．org
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道井良樹
（電動王子安置システム）

【プロフィール】

第2回公演から参加。
外部公演の参加も多く2000年以降70

本以上の舞台公測こ出演。
近年は、映画やCMなどにも出演。
今年は出演映画3本が公開される。

無類の相撲好きの天然パーマ。

【一間一昔】

①『鮪割烹るか万』の板前。従業且は
バイト、新人併せて6名。

②天然パーマ。アイデンティティです
から。
③育毛剤合っていないんじゃない？
④ジェナーとやらを。
⑥有り難う御座います。何卒これから
も宜しくお願いします。

【今後の活動】

顎重器器ここ（火，～17。（。，
QalleryLEDECO5

httpノ／www．jacrow．OOm

山田ジャパン⑦
「タイトル未定」

2010年10月23日（土）～11月1日（月

サンモールスタジオ
http：／／www．yamadaiapan．com

室尾俊成
（AV監督）

桑坤肺腺夢霊芝

奥羽肇
（タクシードライバー）

岩田裕耳
（電動夏子安正システム）

【プロフィール】

第14回から参加。
メダルク農家結成、脱退を経て
現在に至る。
ここ2年で世田谷シルク、バナナ

学濁純情乙女組など6本の外部
公演に出演。
低身長で眉毛でバリトンと言えば
岩田裕耳。

【一間一事】

①「人間が存在する限り絶対にこ
の世に必要な兼種」っていうプラ
イドを持って。

】②カレーを食べる。「カレる。」

⑨あなたがモテる事実が理解で
きねえ。

④映像オペ。
⑥今日此処に来てくれたことに
感謝します。

∃蒜票と腕を上げたらどなた

か僕に宣伝美術やらせてみまし
ょうよ。名刺とかも作りますよ。
岩田裕耳blog
http：／パwaZi9999．blog104．f62．COm

小原雄耳
（電動王子安置システム）

【プロフィール】

劇団旗揚げメンバー。
ゲームキャラクターのヴォイスや
映画の主演など、その活動範囲
は幅広い。

転　TABACCHLOi－SCALEなど多数客

やれ　濡書評瓢と。

【一間一事】

①基本、仕事に忠実でマジメだけ
ど自分の愛車の享になると人が
変わるのかなと。池袋盤ではその
様子が描かれておりますので、D
VD買って下さい。

②慈英る
③お疲れ様です
④堀井
⑤お暑い中ご来場誠にありがとう
ございます。どなたか、絶対に儲
かる新興宗教10の法則を教えて
下さい。
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