2001年沖縄にて誕生。その後日本の中心である富士の国【静岡】に拠点を移
し、国内外に幅広く活動を展開しています。沖縄の民俗芸能を研鑽(けんさん)し、
表現や理念「琉神」としての解釈を加えて舞台芸術にまで高め、静では凛とした
空気感を、動では魂を揺さぶる躍動感で生きる力を呼び起こさせます。その舞
台は本場沖縄の実力派アーティストの支持を受け、コンサート帯同・イベンント
共演など数多く果たしています。1,000人規模の主催コンサートを静岡・東京等
で開催。ユネスコ国際音楽会議日本代表としてチュニジアにて出演。海外公演
の実績は豊富でヨーロッパツアー（7カ国8都市）ジョージア公演、南米ツアー（7
カ国11都市）、台湾「十鼓節」ゲスト、韓国密陽「演劇祭」ゲスト、夏川りみ台湾
公演帯同などがあります。ほかF１鈴鹿GPパドックステージ、静岡県文化出前
講座登録、全国的にも珍しいエイサー教室の開催など積極的に活動の場を広

げています。臨場感あふれる琉神によるステージをお楽しみ頂けます。

夏川りみ、古謝美佐子
AKB48、HY、桐谷健太をは
じめ数々の有名アーティス
トと共演し賞賛を頂いてお
ります。全国ツアー帯同な
ども行っております。

ユネスコ主催「第33回世界
音楽会議」にて日本代表と
して招聘されチュニス（チュ
ニジア）の国立劇場で公演
を行いました。会場が揺れ
るほど大盛況でした。

海外公演はヨーロッパ7カ
国、南アフリカ、台北夏川り
み公演、台南市十鼓節、韓
国演劇祭、ジョージア、南
米ツアー８カ国。各国で称
賛を浴びました。

「Ｆ-１ 日本ＧＰ」でパドックク
ラブでのオープニングアク
ト。FIFAF-1 公式HPに動画
が掲載され世界中に配信
されています。

夏川りみ台湾コンサート

世界音楽会議チュニス会場

南米ツアー・エクアドル会場

FIA F-1 公式サイト

多様なイベントで全国を対
象に活動中。結婚披露宴、
夏祭り、企業パーティー、
法要祭、物産展、演舞指導、
ミニＬｉｖｅ、ワークショップな
ど各イベントに対応します。

市内観光施設イベント

旧盆の時期に踊られる伝統芸
能。沖縄の民謡に合わせ太鼓
を叩きながら踊ります。

祭りの座開きの奉納芸能。客
席に降り、噛まれると無病息災
のご利益があります。

国の重要無形文化財。古典舞
踊と雑踊りに大別される。風土
が生んた最高の芸術。

棒などの武器を用いる武術で、
空手とともに琉球（沖縄）古来
のものです。

沖縄の手踊り。イベントの最後
に全員で喜びを分かちあいま
す。一緒に踊りましょう。

勇壮・華麗に舞う技は新たな日本のエンターテイメントを感じさせま
す。琉球の民俗芸能を研究した琉神オリジナルの演目をご堪能くだ
さい。

私共が使用する楽器を中心に
実演を兼ねて紹介。体験コー
ナーもあります。

日本の古語が変化した沖縄方
言。一緒に発音しながら体験し
てみましょう。

沖縄といえば指笛。何種類かの
奏法を紹介。一緒に体験して吹
いてみましょう。

ステージの様子がHPやYoutubeにてご覧いただけ
ます。 各演目内容をダイジェストで説明も加えて
5分の内容です。
琉神PVで簡単に検索できます。
※さらに詳しいバージョンもございます。

www.youtube.com/watch?v=9vFH4Az6iis

唄・三線で琉球民謡から馴染
みのある沖縄ポップスまで披
露します。

15～60分のプログラム。見る
だけでなく実際に踊って身体
全体で体験しましょう。

HPよりこちらの概要書＆ステー
ジプランをPDF形式でダウン
ロードできます。

３０分前後の公演からコンサートスタイルの２時間程度まで、時間・内容・人数・ご予算に応じて様々なステージプランを組み立て
ることが可能です。ミニＬＩＶＥ、学校公演、企業パーティー、お祭り、結婚式披露宴、修学旅行事前説明会、忘新年会、歓送迎会コ
ンサート形式等、出演多彩の内容をご用意致しております。先ずはお気軽にお問い合わせください。

音響：ＣＤ音源使用
出演者：２～４名 車両台数：１台
※オプションとして２頭獅子（紅白）・練り歩き・生演奏もございます。イベントオープニングなど最適です。

琉球舞踊５分 島唄２０分（楽器紹介含） カチャーシー５分
音響：ＣＤ音源使用、Ｖｏマイク１本、三線マイク１本、ブームマイクスタンド２本、サイドモニター２個
出演者：２名 車両台数：１台

琉球舞踊５分 琉球獅子舞１０分 島唄５～１０分 エイサー５分、カチャーシー５分
音響：ＣＤ音源使用、Ｖｏマイク１本、三線マイク１本、ブームマイクスタンド２本、サイドモニター２個
出演者：３～６名 車両台数：１台
※推奨５～６名プラン：人数は太鼓の迫力がアトラクションには最適です。

琉球舞踊１０分 琉球獅子舞１０分 楽器紹介体験 or 琉球古武術１５分 島唄１０分 エイサー１０分 カチャーシー５分
音響：ＣＤ音源使用、Ｖｏマイク１本、三線マイク１本、ブームマイクスタンド２本、サイドモニター２個
出演者：６名 車両台数 １台

琉球舞踊１０分 琉球獅子舞１５分 楽器紹介体験１５分 オリジナル演目１０分 琉球古武術１５分 島唄１０分
エイサー１０分 カチャーシー５分
音響：ＣＤ音源使用、Ｖｏマイク１本、三線マイク１本、太鼓マイク２本、ブームマイクスタンド４本、サイドモニター２個
出演者：６～８名 車両台数 １～２台

琉球獅子舞 琉球舞踊 島唄 琉球古武術 エイサー オリジナル演目 体験コーナー カチャーシー
タイトル … RYUJIN LIVE TOUR 〜沖縄の風を運ぶ旅〜（仮）
主催 … 各地イベンター／会館様／TV局 様 等
入場料金 … 全席指定¥3,500-(税込)予定 ※会館自主事業等の場合は金額設定は要相談
●出演料、交通費（静岡起点／離島等の場合は要相談）、宿泊費・制作費・トランスポート費は上記金額に含んでおります。
●会場使用料、音響照明費（原則会館有り物対応）、ケータリング費、著作権費、運営経費、消費税は上記金額に含まれません。
●一行人数・・・10名予定 ＜メンバー7名・制作兼舞台監督1名・音響オペレーター1名・照明オペレーター1名＞
●また、ご希望であれば、〜沖縄の風に載せて〜等のサブタイトルをつけての「古謝美佐子」「夏川りみ｣「よなは徹」 などの
琉神ゆかりのアーティストとの共演も可能です。ただし、別途ゲスト費用がかかります（都度相談）
●また、ロビー及び同会館別会場等で、「沖縄物産展」を同時開催することも可能です。（かなり売れます！）有料無料問わず、運
分担金としてどの会場であっても別途経費が必要となります。

○小規模イベントから大規模イベントまで幅広く対応させて頂きます。
○出演料は時期や出演時間・場所など様々な条件で変化します。詳しくはお問い合わせ下さい。
○プロモーション時期と重なる際は通常のギャランティより割安で出演をする事があります。
○消費税別、交通費、宿泊費、食事代別途、１会場で２ステージの場合、出演料×１．５となります。
○音響は基本的にご依頼者様でのご用意になります。こちらでのご用意も可能です（音響レンタル料は別途となります。）
○下記に当てはまらないものは、打ち合わせ等で調整させていただきます。

ヨーロッパツアー２００９

チカラ2013 静岡

チカラ2014 静岡

ワシタウムイ2014

チカラ2015 静岡

チカラ2015 敦賀

ワシタウムイ2015

結 -YUI- 2015

チカラ2016 静岡

ワシタウムイ2016

チカラ2017 静岡

チカラ2018 静岡

共演者紹介
夏川りみ、北島三郎、ＡＫＢ４８、HY、桐谷健太、きいやま商店、古謝美佐子、島袋寛子、よなは徹 普天間かおり、下地勇
新良幸人、ミヤギマモル 石嶺聡子、前川守賢、やなわらばー、ゆいゆいシスターズ 仲宗根創 他
主な活動歴
2005年 古謝美佐子全国コンサート帯同
2006年 新宿コマ劇場「夏川りみカーニバル」出演
2006年 ＢＳ 日本のうた （夏川りみと共演）
2007年 琉神コンサート「チカラ2007～2016」 静岡、浜松、敦賀、東京公演など
2008年 「ミュージックフェア」サンシン出演
2008・2009年 Ｆ１日本ＧＰパドッククラブ出演 富士ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ・鈴鹿サーキット
2009年 ヨーロッパツアー・ユネスコ国際音楽会議出演（7カ国8都市10公演）
2009年 10月 チュニジア・ハンガリー・スイス・ドイツ・ルクセンブルク・フランス・イタリア
2012年 1月台湾台南市、十鼓節日本代表チーム出演（2都市10公演）
2012年 3月琉神コンサートチカラ2012静岡本公演
2012年 11月琉神ＬＩＶＥ「ワシウムイ2012静岡公演」清水マリナート
2012年 第2回ＡＫＢ４８紅白対抗歌合戦紅組オープニング共演
2013年 韓国密陽「演劇祭」10公演
2013年 チカラ2013静岡本公演 平成24年度グランシップ提携公演事業
2014年 チカラ2014 in Shizuoka 琉神フェスティバル開催
2014年 ワシタウムイ2014 静岡市清水文化会館マリナー
2015年 チカラ2015 in Shizuoka 平成26年度グランシップ提携公演事業
2015年 1月～2月 全国縦断にっぽん演歌の夢祭り 名古屋・大阪・福岡・仙台・埼玉公演 獅子舞出演
2015年 コープさっぽろ 真南風の響き 北海道公演 琉神＆夏川りみ
2015年 結-YUI-２015 Office Ryujin主催
2015年 ワシタウムイ2015 静岡市清水文化会館マリナート
2016年 Chikara 2016 in Shizuoka 平成27年度グランシップ提携公演事業
2016年 日本テレビ「THE MUSIC DAY」海の声 桐谷健太共演
2016年 和リーグ南米ツアー エクアドル・パナマ
2016年 南米ツアー凱旋公演「ワシウムイ2016」 静岡市清水文化会館マリナート
2017年 夏川りみ台湾公演共演
2017年 富士山子ども芸術大学エイサーワークショップ開催
2017年 Ｆ１日本ＧＰパドッククラブ出演 鈴鹿ｻｰｷｯﾄ
2017年 和リーグ ジョージアツアー、南米ツアー（メキシコ・グァテマラ・パナマ・コスタリカ）
2018年 和リーグ 中南米ツアー（エクアドル・ベネズエラ）
静岡・敦賀にてエイサー教室を開催中

