
フラッシュモブ大阪
サプライズSinn 

 お客様の想いを叶える 



 
事業概要 

サービス内容  フラッシュモブを中心とした 

        イベントコーディネート 

        （イベント例）ブライダル、プロポーズ、金婚式 

              入社式、内定式、婚活パーティー、誕生パーティー 

              忘年会、等へのフラッシュモブ・ダンス・大道芸etc. 

代表者名    宮口 友美 

登録ダンサー  42名 

創業年月    2016年4月 



企業理念  

「フラッシュモブであなたの想いを実現します」 
 

ただ一方的なフラッシュモブをするのではなく、 

お客様がフラッシュモブを利用することで 

「叶えたい目的」を大切にしお客様の想いを 

実現するサポートを致します。 

お客様が変われば目的もかわる 

思い出 

やる気向上 

集客 



フラッシュモブとは？ 
インターネット上や口コミで呼びかけた
不特定多数の人々が申し合わせて雑踏の
中の歩行者として通りすがりを装って公
共の場に集まり、前触れなく突如として
パフォーマンス（ダンスや演奏など）を
行って周囲の関心を引きその目的を達成
するとすぐに解散する行為 

        引用：ウィキペディア 

①ダンサーがスタッフやカメラマンに 

 変装し会場にスタンバイ 

【披露宴や2次会の場合】 

②次々に変装したダンサー踊りだします 

③サプライズをすることで 

 感動や喜びを生むことを目的とします 



実績一例 
・披露宴や2次会のお客様をメインに 

 フラッシュモブを行っています。 

 （ヒルトン大阪・ラグナヴェール大阪・ルセンティ―フォーリアetc.） 

 

・各ジャンルに特化したダンサーやLEDダンス、 

 ダンスショウケース、大道芸などの派遣や 

 舞台演出なども行っています。 

 

・企業ではJTB香港支店と提携し 

 中国人旅行客向けにイベント企画をしています。 

 

・『有田哲平の夢なら醒めないで』に出演や 

 『雨上がりの「Aさんの話」 

 事情通に聞きました』への企画を行うと共に 

  SEO対策にも力を入れ 

 現在「フラッシュモブ 大阪」の検索で 

 上位1番を記録しています。 

 

 

 
 

 



お客様の声 
   Ｋ.O様 
ありがとうございます！ 

過ぎてしまえば、幻のようです 

良い思い出になりました！ 
H.S様 

昨日は、本当にありがとうございました！ 

奥さんもビックリしてくれてたんで大成功 

です！皆、楽しく出来たのでよかったです！ 

     K.T様 
お陰様で楽しい結婚式になり感謝致します、 

また何かの機会がありましたらよろしくお願い致します。 

    Y.S様 
とても喜んで貰え、一生の思い出になりました。 

プロに頼んで良かったです。有難うございました。 

等々、沢山のメッセージを頂きました 



私たちが選ばれる理由① 

契約から実施日まで一貫して 

責任者の管理のもと行っていますので 

練習の場や現場の管理、統一ができ 

マナーや振り付けのミスなど 

起こらないよう勤めていますので 

安心してご依頼下さい。 

マナーまで重視しているのは弊社だけ 

弊社は質の高い演出を目指し、 

徹底したメンバー指導を行いダンサーの 

態度や礼儀も重要視しています。 



 私たちが選ばれる理由② 

取り扱い曲一例 
• 恋 / 星野源  

• Louder / Charice     

• Marry You / Bruno Mars 

• Good Time / Owl City &  

  Carly Rae Jepsen  

• What Makes You Beautiful /  

  One Direction 

音楽を自由にカスタマイズ 
 

取り扱い曲以外でも今話題の最新曲から 

懐かしの曲、邦楽、洋楽問わず 

お客様のご要望に合わせる事が可能です。 

2曲使う事も可能で、専門の音楽編集の者が 

いるので1曲目と2曲目をつなげたり 

自由に編集も出来ます。 

 



私たちが選ばれる理由③ 
有名ダンサーと豊富なラインナップ 
 

世界でも活躍するダンサーや、TV出演者 

バックダンサーなど現役活躍中のダンサーが 

多数在籍しています。 

大道芸・シンガー・役者・など多数の 

人材も備えています。 

 



ダンサー実績一例 
NONOKA from兵庫 
 

EXILEのPVやツアーやTV番組にも 

多数出演しており 

コンテストでの優勝経験も多く 

中学、高校への振り付け提供も 

行っています 

 

【バックダンサー】 

  2010年/EXILE LIVE FANTASY 

  2011年/EXILE TRIBE ニ代目VS三代目J Soul Brothers継承 

  2012年/ベストヒット歌謡祭EXILE 

  2012年/EXILE LIVE TOUR〜TOWER OF WISH〜 

  2013年/EXILE LIVE TOUR ”EXILE PRIDE” 

  2016年/ET KING LIVE 

  2016年/etsuco(西野カナ楽曲提供者) 

【イベント】 

  2008年/USJ(EXPG キッズダンサーズ) 

  2012年/プロ野球公式戦オープニングアクト 

  2012年/バスケットボール公式戦オープニングアクト 

  2012年/東日本大震災復興支援TOMOSU RUN 

  2013年/コカコーラZero LimitツアーOSAKA 

  2016年/マチルダ solo show case 

【出演】 

  2014年/探偵！ナイトスクープ 

  2014年/ミナミの帝王 

  2014年/バレベルの塔  

  2014年/雨上がりの「やまとナゼ？しこ」 

  2014年/ビーバップ！ハイヒール 

  2014年/大阪ガス新エネファームCM 

  2014年/村上マヨネーズ再現VTR  etc. 



BIG PHIL from香港 

日本だけに留まらず世界でも 

活躍しておりバトルやコンテストの 

優勝経験も多く審査員も行い、 

本場ニューヨークからの出演依頼もくる 

ダンス歴17年の実力派ブレイクダンサー 

 

Nosuke from長崎 

元USJパレード、ショーダンサー 

2017年には関西の有名コンテストで優勝をとり続ける 

今最も勢いのあるヒップホップダンサー 

TRUE SKOOL 優勝／DISTANCE ZERO 67 優勝 

OCAT DANCE X-PLOSION 優勝 

山口リサバックダンサーやシャリースPVにも出演 



 

• 関西国際大学学祭出演 

• 東京ディズニーランド『It’s showtime』出演 

• meyouアルバムリリースツアーでの 

• 台湾の Girls hip hop contest 優勝 

• ミュージカル「明日への扉」出演 

• THE UNITY「特別賞」 

• Legend Tokyo chapter2 本戦出場 

• テーマパークショー出演 

• 国際会議バックダンサー 

• 須磨水族館ダンスイベント出演 

• USJ ハロウィンホラーナイト2016出演 

• 京都忍者舞台出演  etc. 

他のメンバーも多方面で活躍中 



契約から本番までの流れは簡単！ 

① 契約 ② 打ち合わせ 

④ リハーサル 

③ 動画配信＆レッスン 

⑤ 本番 



打ち合わせで決めて頂く事 

• ダンサーの人数と 

 ダンス参加者の人数 

• 使用曲 

• レッスンと     
リハーサルの日程 

• フラッシュモブ投入の 
タイミングときっかけ 

 
 

 
 



お支払いのタイミング 

契約日 実施より1カ月前 

 まずは契約金として 

 費用の半分を支払います 

 

 

 

 

 

  日程の本抑え完了 

 

 残りの費用を支払います 

  

 

 

 

 

 

 レッスンのビデオ配信＋ 

 レッスン日の予約開始 



私たちはフラッシュモブを通じ、 

お客様と寄り添いながら一人一人の 

想いや願いを表現し笑顔になって頂くことを第一に 

サービスを提供しています。 

弊社は感動と安心を提供します 



  代表者経歴 

2002年   ストリートダンスを始める。 

2004年   ドライブスクールコンテスト優勝、 

                 伊丹MMMコンテスト優勝 

2005年   リンダコラソンバックダンサー、インストラクター、 

      振付師、バックダンサーとして活躍、幼稚園へのdance支援にも参加 

      （コナミ、 MDF dance studio、street Garden、studio cool、 

      studio ash劇団WEST、ベイコム体育館、心斎橋 FAN j、森ノ宮サークル） 

2006年   ぐだぐだナイトベスト8、ぐだぐだ学園 準優勝 

2007年   自身の教え子からダンスアタックコンテスト2位やavexバックダンサーを出す 

2008年   現役パフォーマーを引退し結婚、出産 

2014年   インストラクター業を復帰 

       フラッシュモブ団体に所属し振り付け担当や現場リーダーを務める 

2015年   ZEFT Dance School オープニング舞台演出担当 

2016年   ZEFT Dance School オープニング舞台演出担当 

        サプライズSinnを設立 

2017年   現在ダンスインストラクター、パフォーマーとしての活動、 

      フラッシュモブ企画運営を行っている 

フラッシュモブ大阪 サプライズSinn 代表 


