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Perfbmen零
脚本・漬出 竹田菅士
2006年9月15日（金）−17日（日）
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このたびはご来場いただきまして、まことに有難
うございます。
本プログラム『perbmen牽』は、日時別にそれぞ
れ異なる5つのシチュエーションをお送りしており

ます。
本日お客様がご覧になる作品は、下記メニューに
表示されております。

2006・09．15（Fri）17：30

20：00
09・16（Sat）12：00

Business

Man＆Woman
Home＆Neighbor

14：30

Train

17：00

School

19：30

Business

O9．17（Sun）12：00
14：30

Man＆Woman
School

17：00

Train

19：30

Home＆Neighbor

なお、プログラムはさらにそれぞれ4つほど
のショートストーリーによって構成されており
ます。その詳細はそれぞれのプログラムにて配

布される用紙をご覧下さい。
甘言し嶽捏車棋≠㍗封…膏誉十㍍附糟は点涙㍉

呈 オ㍑封※昔㍑

Ⅴ㌻㌣十的車、バ無い日出かj流言㌫豆巌洋行壷

【プロフイ【ル］

誕生日 川中旬

Performenすごろく‡

好きなもの
コカコーラ

トナルドダソク

ポテトチップスうすしお
チャン・ツイイー

Chairman

Cycleman

教会で備悔してすっきり。1マス進む。

いっぱい出てくる総集編。

遊び方は簡噂。普通のすごろくと同じ、サイコロで進めるだけです。

嫌いなもの

ただし、Il二まったマスの／レールに必ず従ってください。

［Chalrman（旧Takeman）ルール］

［Cyclemanルール］

さあ、怖さんも自分の気がつかない（？）ルールに縛られて生活してみよう。

逃げ馬、インテ／レ
北海道円本ハムファイターズ

誰かがここに止まると、プレイヤーは全
員でじゃんけん。一番負けたやつが何か
憾悔しましよう。

チヤーンスl相手を1人指名して
ジャンケンに勝てば2ポイント奪
えます。でも負けたら1ポイント

ナマモノ（改発lH
カライモノ（改善申）

奪われます。どうする−ウ

シコツトニー」一スター（末改善）

ほか特徴

ヽ（⊃■ 1■

中

ハナデカ、は−ん、じしん

tつ

［例えるなら私はつつman］
rsukkomlm．肝J肘を紡朝うありと

あらゆるボケを拾わずにはいられ祓い。
［今後の活動】
h卜1グランプリに川場r定

【プロフィール］

■■■■■■■■

始に県出身
好きなもの

Takeman

サムライ系ゲーム。現作け戦い亜購／川几2に

［Takemanルー

ハイって主すり 一・本武威が倒せたせん ．

誰かがここに
は全員でじや
つが何か憾悔

別l冊的lH】短過ぎり

ほか特徴− トが長い．ノ
［MlrrOrmanルール］

［例えるなら私はウウman］
批1llm。H

次の人と同じ数だけバック。
ルールにも従う。

111見た上んと

澤村一博

ご己けア＝ヱnIl的
目的は、余部で：‡つある「Pe∫−ormen］のマスにJl二まる人がいる

たび、じゃんけんなします。勝てば1点、角ければ机。ゴール
した臓の点故が一・番商い人が勝ち。
つまりト▲痴最初にゴールした」からといって、［裾rforⅢ用

じゃんけん］で1回も勝てなければOI鳥でゴール。2番目にゴーJレ

いい大人が本気で椅子取り

した人がもっと点数が蹄すればそちらの勝ち。そんなゲーム。

［プロフィール］

得意技は下右四つ8 芸妄チ0あとで居酒屋で反

誕生日】7日

好きなもの

ただし企てのコマにはさまざまなルール（ことわり）があり
ます。止まったマスのルールを皆で虐張って相刺こは戦って）ク
リアし、射ゲームすらも楽しみながらゴールを訂指しましょう。

圧んへん
クレーーノ

たこ炊き

嫌いなもの

あとは自分でルールを変えた、賎後に浦舟をつけたりして
遊んでみましょう。あ、すごろくの周りの人たす，の￥炎をコ

J■．l二世ろり

ほか特徴

ピーして切り取ってコマにするのもl狛tIいですよ。

四股名はセンライロウ（ウ）
l・▲1

／・つ1

［Smowmanルール］

誰かと相撲を取りましょう。勝てば
1マス進む。負ければ1マス戻る。
（腕相撲、指相撲でもOK）

イHIFL】重し脱lノけ）ttあり

［Takemanルール］

誰かがここに止まると、プ
レイヤーは全員でじゃんけ
ん。一番負けたやつが何か
俄悔しましょう。

−い −▲い 一一、 道井良樹
人のつくる声や音のリズムに
動きが左右されちゃいます。
［Chessmanルール】

［今後の活動】
今叩〝）12J】2日に′l．延1（1000日日を迎えたす。

【プロフィール］

［プロフィール】
誕生日

】2J120日

好きなもの 人、イクラ
嫌いなもの

クモ、セlJU

ほか特徴
最近、まゆげを抜きすぎました
［例えるなら私はつつman］
り】只。nmrl。

［プロフィール］
誕生日 4J日日l

好きなもの
納山こ卯を混ぜたもの
オレンンノ色

誕生日 射り（Hl
好きなもの 蓼．リ．ヰ
嫌いなもの 日に人／）てる砂
ほか特徴 外食した時、ハイトで接
客してるせいで『ありがとうこざい
ました〜』の丁．1−日の言葉に反応して
「け）も 一緒に言いそうになる

次の人の止まったマスの罰
ゲームをやらされちやいます。

本を読みながら見るドキュメンタリ

嫌いなもの
いたずら張詰
鼠の徒歩
ほか特徴

基本的に脳の次ノ亡が追うので、侍さん 欲しい物は存在感と筋肉な今現作です
の会詔を頭い一なあーと一思いながら聞
いてますn

憾

ほど苦痛か実

［例えるなら私はワワman］

テンポマ／ではない
ゲーセンの太鼓の達人でいつも

最下層なんです。

【例えるなら私はつつman】
セlJフアノマン

誕生日

梢．圭一後、誰もいなくなった棺．lJ場で

好きなもの

食卓してたら、ネスミが顔を州し、
娃ノ」まで来ました。足洋ならす主で
ネスミは筏が存／Lに気Hかない様子

丸いもの、ボルト、キツネのしっぼ

でした‖ それほとの存在感〝）なさl

吊124日

嫌いなもの
赤信ぺ（ほほ渡ります）
ほか特徴 ‖川、0脚、我関せずな女

［今後の活動］

［例えるなら私は？ウman］

NKproJeCtSl

ParrlnO川mll（妄想症の人）

『夜が明ければ捨てられる』（仮）ぎ
（詳細‖まウラペ一一ジ参照）

山田杜を城に見、ンて、人家さん（山田さん）を婆やに見、いて、銭陽を

エステサロンに見＼■／ててかなりセレフな生活を送っています。

［プロフィール］
誕生日12Jj2日

Chalrman

Cycleman

Delayman

教会で俄悔してすっきり。1マス進む。

いっぱい出てくる総集編。

好きなもの お酒、漫画、テレヒ
嫌いなもの リlっ越し（こりごり）

人生がズレこむ女、チェコの物語。

［Cyclemanルール］

［Delaymanルール］

チヤーンス！相手を1人指名して
ジャンケンに勝てば2ポイント奪
えます。でも負けたら1ポイント

チェコも遊んだ、叩いてかぶってジャ
ンケンボンで勝ちましょう。負けたら
1回休み。

ほか特徴 丸い
［例えるなら私は？？mm】
ノ」11湿マン

湿度をかえるrl一つかきです。

奪われます。どうする−？
Watchman

3度日の出所。
トリメさんを祝う。
出所記念で3マス進む。

Talkman

マナー講座を受ける。車内での電
話マナーを身に付ける。
［Talkmanルール］

マナーモードになってない人の人
数を当てましょう。当たればもう
一度サイコロ。外れたら一回休み。

Eihman

lメさん1度目の出所。
1一足が筋肉痛。一回休み。
FloW118n

Routlneman

Takernan

PCが壊れてしまう。メール送れず。

轍悔というものが、どれ

市、杖を無くして動けず。
一回休み。

ほど苦痛か実感する。

1マス戻る。

［Takemanルール］

誰かがここに止まると、プレイヤー
は全員でじゃんけん。一番負けたや
つが何か悔悔しましよう。

MlrrOrman

何故か人と鏡をはさんで対称に動く
［MlrrOrmanルール］

【プロフィール］
言延生日

大戦闘の末仲直り。閉じた扉を
開きましょう。

次の人と同じ数だけバック。
ルールにも従う。

5J123日

好きなもの じゃんけん
嫌いなもの 什分が喋るとイ軌牧だかン一一ノと▼rJる′ノFk

ほか特徴 クーを最初に出しよす
［例えるなら私はついワman］
hlkt）S．ln

いやそういう1ビソードがあるんで▼・卜，￣／ンて

Relayman

リレーに参加。

たすきを忘れるが、タッチ
でしのぐ。
［Relaymanルール］

ト昇大好き大相撲。得意技は下右四つ。
り役名はセンライロウ（？）。
知旧Wmanルール］

1かと相撲を取りましょう。勝てば
マス進む。負ければ1マス戻る。
腑相技、指相撲でもOK）

じゃんけんで一番負けた人
とコマの位置を交換。

いい大人が本気で椅子取り
ゲーム。あとで居酒屋で反
省会。

函壷＿￣￣・●一撃l妄妄評

【Takemanルール］

誰かがここに止まると、プ
レイヤーは全員でじゃんけ
ん。一番負けたやつが何か
懐悔しましょう。

Mlndman

催眠術にかかり、記憶がないなか
粗相をしてしまう。2マス戻る。

人のつくる声や音のリズムに
動きが左右されちゃいます。
［Chessmanルール］
lプロフィール］
畑生日 R月30日

次の人の止まったマスの罰
ゲームをやらされちやいます。

好きなもの 喫居
蟻いなもの Hに入／」てる砂
ほか特徴 外食した時、ハイトで接

［プロフィール］
誕生日 6ノ】2日

してるせいで『ありがとうござい
した〜』の店員の丁71掛こ反応して
11分も

好きなもの 遠l司り

嫌いなもの 空回り
ほか特徴

一緒に言いそうになる

6J】2円生よれだから

【例えるなら私は？？m州］
l仁7γンマン

＝用後、．経もいなくなった稽lI一陽で
l・＼・lLしてたら、ネズミが顔を山し、
1■JL Eで来ました。足汀ならす史で

1八ミは我が存在に気Hかない様r
lた．，それほどの存山盛のなさI

誕生日

好きなもの
丸いもの、ボルト、キツネのしっぼ

嫌いなもの
赤信月（ほぼ渡ります）
ほか特徴 日用、0脚、我閲せずな女

l今後の活動】

［例えるなら私はり？man］

仙川。」UCtSI

l〉arannlaman（妄想症の人）

弓．夜が明ければ捨てられる』（仮）；
（．．綿肌まウラペⅦシ参照）

恒le2−，／ユンジ。
安lnでL L？

4ノ124日

大鹿順司

［例えるなら私はつつman］
Ttln MAN

当りに白分を例えてとかではなく、夢ですれ 松川優作如きの僕はい

渡辺美弥子

ll＝¶此を城に見育て、人家さん（Hl川さん）を婆やに見立て、銭湯を
ェステサロンに見立ててかなりセレフな牛沼を送っています。

っかが・マンを溜じてみたいと．1去っています｛】今は、全力で靡け離
れているけど。

ヤコと7時l軋

ケーキ食べ放題に㍍座りましたn

［今後の活動］
劇団「チーム更禅」『リミット24』（詳細はウラペー／参照）

