
キャスティング事業

テレビ・WEB・リアルイベント等、クライアントニーズに合っ
たタレントを提案。事務所のネットワークを活かし自社タレ
ントだけでなく、他社タレントを含めた幅広いキャスティング
を行います。

映像制作事業

CM・テレビドラマ・バラエティ番組・映画など、
多種多様な映像コンテンツの企画立案から制
作プロデュースまでを行います。メディアの多
様化に合わせ、FRESH LIVEやYouTubeといっ
た動画サイトのコンテンツ制作や360度動画
の制作も行います。

イベント制作事業

企業様の新商品発表会から販促イベント、企業様パー
ティー、アーティストライブ、ファッションイベントなど様々
な制作を行います。

©日立工機株式会社

ベイビーレイズJAPAN
「全虎が啼いた！伝説の最高雷舞」

©塩谷哲平(t.cube)

LesPros Teens Festival 2018

©ワタベウェディング

番組「林愛夏のうにょうにょルーム」 番組「浅草女子飲み46」 ベイビーレイズJAPAN
「夜明けBrand New Days

（farewell and beginning）」
Music Video

ベイビーレイズJAPAN
「THE LAST SCENE」Blu-ray

さつまいも 吳業坤 KwanGor
「神不守舍」Music Video

タレントコンテンツ事業

タレントプロデュース商品企画を始め、PR・SP・企業ブランディングを一括で行います。

マネジメント事業

アーティストの才能を発掘し、磨き、届けることで、たくさんの
人が感動するエンタテインメントを創造します。営業・企画・
提案・交渉・実行まで全ての業務を通して、アーティストと共
に、個々の魅力を最大限に活かすためのトータルプロデュース
を行います。

広報・宣伝・PR事業

TV、雑誌、新聞、WEB､SNSなど、それぞれの媒体の特性を活
かして、アーティストの個性や魅力を最大化するためのマーケ
ティング、ブランディング、プロモーションを行います。情報収
集および分析、媒体営業、出版企画、記者会見の実施などに
加えて、芸能プロダクションならではの企画とアイディアでエ
ンタテインメントを届けます。

マーチャンダイジング事業

自社所属のタレントグッズの企画・制作や、企業様主催イベントのノベルティ制作、
自社ECサイトの運営などBtoC、BtoB事業を幅広く展開しています。

レプロフェッショナルズ宣言

タレントを起用した、イベント・商品・映像企画などを

総合的にプロデュースしています。

事業紹介

 プロってやっぱりすごい。 そう思われるのが

プロだと思う。簡単になれるものじゃない。

そりゃそうだ。でも、だからこそ、あえて宣言します。

プロデュースのプロ、プロモーションのプロ、

プロジェクトのプロ…。アーティストも、スタッフも、

みんなそれぞれエンタテインメントのプロ。

チームレプロは、いろんなプロが集うプロ集団へ。

私たちは、そう、レプロフェッショナルズです。

〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル16F
TEL. 03-5759-4848（代表） | FAX. 03-5759-8001
E-mail: support@lespros.co.jp

株式会社レプロエンタテインメント
LesPros entertainment Co.,Ltd.

www.lespros.co.jp

Proclamation of LesPros-Professionals



人と情熱とエンタテインメントが
渦巻く劇場
小劇場だからこそ味わうことのできる「演じる人」の息づかい。
その場にいるすべての人が一体となれる舞台との距離感。
「演じる人」「創る人」「観る人」
それぞれがお互いを巻き込みながら、
世界へと拡大していくエンタテインメントの渦。
人と情熱とエンタテインメントを巻き込み育む劇場「浅草九劇」へ、ようこそ。

問い合わせ先：TEL:03-5759-8009　MAIL:info_kyugeki@lespros.co.jp
東京都台東区浅草2-16-2 浅草九倶楽部 2階（ひさご通り／米久本店向かい）

エンタテインメント研究所
「浅草九劇」の基盤となり個々を育む場、それが「銀座九劇アカデミア」私たち
は「プロフェッショナル」を育みます。志と覚悟と情熱を持って、確固たる
「個」として輝くことのできる「プロフェッショナル」を。
　
プロフェッショナルの、プロフェッショナルによる、プロフェッショナルのため
の「エンタテインメント研究所」銀座九劇アカデミアから発せられる熱が、
エンタテインメントの渦を加速します。

＜ワークショップ実績＞
小野寺修二、広崎うらん、ベッド＆メイキングス、長塚圭史、木下ココ、熊澤枝里子、下司尚実、倉本美津留、
ニコラス・バーター、ステラ・アドラー・スタジオ・オブ・アクティング、浅沼晋太郎、千葉雅子、松村武、蓬莱
竜太、真瀬樹里、演劇集団キャラメルボックス、G2

問い合わせ先：TEL 03-5759-8009　MAIL info_kyugeki@lespros.co.jp
東京都台東区浅草2-16-2 浅草九倶楽部 2階（ひさご通り／米久本店向かい）

問い合わせ先：TEL:03-5759-8009　MAIL:info_academia@lespros.co.jp 
東京都中央区銀座1-28-15 鈴木ビル 2階&中3階

エンタテインメントの聖地、浅草を拠点に

「エンタテインメントを育む」プロジェクト。

それが、浅草九倶楽部（アサクサココノクラブ）です。

演じる人、創る人、観る人が交わる「劇場」

旅する人、迎える人、旅に憧れる人が集う「ホテル」

暮らす人、通過する人、留まる人が触れ合う「サロン」

三者三様九重の個性が混ざり、生まれるエンタテインメントの渦。

さらなるエンタテインメントを巻き込み、

さらなる人をエンタテインメントに巻き込む渦になろう。

私たちは、浅草から世界へとつながるエンタテインメントの渦の

ど真ん中を目指します。

©Nacása&Partners

©Nacása&Partners

©inoue noboru
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STUDIO HOTEL

SALON

浅草九倶楽部

エンタテインメントの聖地“浅草”に設立したW E B番組用配信スタジオ。
レプロエンタテインメント所属のタレント、モデル、役者、アナウンサーを
メインに、様々なジャンルの方々をお呼びして、WEB番組を配信！
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将来のエンターテイナーを目指す女子中高生が『ローファーズハイ!!』の名の下に集結！
『ローファーズハイ!!』では、メンバー達は歌い、踊り、演じ、縦横無尽に舞台を駆け回
ります。中でも、オリジナリティあふれるタップパフォーマンスは見所。メンバーの在籍
期間は最大2年間。この瞬間しか見ることのできない、彼女たちの一瞬一瞬の輝きが、
唯一無二の公演を作り上げます。今後もメンバーの加入・卒業を繰り返しながら、『ロー
ファーズハイ!!』は彼女達と成長を続け、皆様のご来場をいつもおまちしております。

『ローファーズハイ!!』　　　2017年4月7日－4月16日
『ローファーズハイ!!Vol.2』 2017年8月4日－8月13日
『ローファーズハイ!!Vol.3』 2017年12月14日－12月24日
『ローファーズハイ!!Vol.4』 2018年8月10日－8月19日
『ローファーズハイ!!Vol.5』 2018年12月5日－12月9日

音楽 INA / イラスト 秋赤音 / 撮影 塩谷哲平（t.cube） 山本勲

浅草少女歌劇団「ローファーズハイ!!」公式
https://asakusa-kokono.com/independent/loafershigh

九スタ配信「ローファーズハイ!!」公式
https://www.asakusa9st.com/pages/1732117/loafershigh

ローファーを履いた女子中高生は無敵！通学路を、廊下
を、教室を、ハイテンションなまま突っ走る彼女たちは、
最大２年間の在籍期間の中で、ローファーをすり減らす
ほどに成長し、次のステップへとつながる卒業に向かって
いく。歌い、踊り、演じる少女たちの青春を目撃せよ！少
女たちの足下はいつもローファー！ローファーズハイ！！

レプロエンタテインメント初の男性演劇ユニット！レプロ所属の若手俳優と、一般公
募を勝ち抜いてきた精鋭たちが鎬を削り、浅草の舞台を目指します。舞台を通して、
男たちが漢（おとこ）に成長していく姿を見届けてください。「ウズイチ」には、エン
タテインメントという“渦（ウズ）”の真ん中で“イチバン”になる、という意味が込め
られており、娯楽の聖地である浅草で、誰もが気軽に楽しめる総合エンタテインメン
トを発信していきます。ウズイチという劇団が、レプロの男性俳優たちにとってのホー
ムグラウンドとなっていく事を目指しています。

01

浅草九劇（アサクサキュウゲキ）では
「エンタテインメントを育む」ため
俳優、モデル、アーティスト、ありとあらゆるフィールドを
巻き込み、観客をも巻き込むエンタテインメント、
その名も「UZMK（ウズマキ）プロデュース」と銘打ち、
様々な作品を創造していきます。
将来のスターがエンタテインメントという
ウズの真ん中に立つまでを、皆様の目で見届けてください。
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ABOUT

ABOUT

ARCHIVES

『シャフ』         2018年3月2日－3月11日
『シャフVol.2』  2018年7月27日－8月5日
『シャフVol.3』  2018年１１月27日－１２月２日

ARCHIVES

STAFF

H P

浅草軽演劇集団「ウズイチ」公式
https://asakusa-kokono.com/independent/uzuichi/

九スタ配信「ウズイチの全力疾走ストーリー」公式
https://www.asakusa9st.com/pages/2344133/page_201810251542

H P

世界のLesPros entertainmentへ
LesPros entertainmentは、2017年4月に海外オフィスを台湾に設立し、

日本のみならずアジア全域～世界中まで活躍の場を広げています。

業務内容 会社概要

WEBIOを運営するSINAとの協力体制により、
中華圏でのプロモーションに有効な媒体として発足

LESPROS ENTERTAINMENT ASIA CO., LTD
（樂普羅娛樂股份有限公司）
公司統一編號：52642292

（110）臺北市信義區基隆路二段51號14樓
02-2736-9588
02-2736-7388

Address
Tel
Fax

中野裕太
「ママは日本へ嫁に行っちゃダメと言うけれど。」
©Mamadame production committee

ベイビーレイズJAPAN ＠JAM
©@JAM上海2017

株式会社レヴィプラス lévie PLUS Co.,Ltd.

03-5759-8005
03-5759-8005
音楽出版事業部／広告マネージメント事業部／レコード・書籍事業部

Tel
Fax
事業内容

03-6415-1183
03-3476-7877
https://www.brangista.com/
エンタテインメントコンテンツの企画・運営／
Webコマースディストリビューション事業／モバイル事業 

Tel
Fax
Url
事業内容

株式会社ブランジスタ Brangista Co.,Ltd.

1. マネージメント

2. キャスティング

3. コンテンツ製作

アジア圏でのマネージメントを展開。
現地での営業・パブリシティ・現場対応などを行ない、
タレントの海外展開をサポートします。

アジア圏から日本の役者／モデル／タレントなどへの
出演依頼を受託し、キャスティングを実施。
出演候補者の提案／出演交渉／契約締結作業など、
現地スタッフとのコミュニケーションを引き受け、
案件を成立させます。

国内コンテンツの輸出、海外向けコンテンツの製作など、
アジア圏を中心にコンテンツビジネスを拡大。


