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2015.7.20 東京・赤坂ブリッツ

「魔夏の夜Toshl ロック祭り」にてToshl（龍玄とし）さんと初共演



2018.5.28

TBSテレビ「ペコジャニ∞！」にて再び Toshl さんと共演！



SUPERPAKURIST sa’Toshl (スーパーパクリスト サトシ)

芸能事務所41PROMOTION所属・富山県富山市出身

Toshl（龍玄とし）ものまね芸人として自らを「SUPERPAKURIST（スーパーパクリスト）」と称する。

得意のハイトーンボイスは Toshl 御本人のお墨付き。

地元・富山を拠点としたX JAPANコピーバンド「REVE」のヴォーカルという一面も持っており、そのパフォ

ーマンスは全国より称賛の声を多数頂いている。

【sa'Toshl 表記について】

・ saと Toshl の間に「‘」アポストロフィ（上のコンマ）が入る

・最後の文字は Toshl さんと同じ表記の「l」（小文字のエル）

主な経歴

2015年 7月 20日に赤坂ブリッツにて開催された「魔夏の夜 Toshl ロック祭り」に於いて

Toshl 御本人との初共演を果たす。

2015年 9月には富山、石川、福井の芸人を集結した「北陸芸人軍団（HGG）」を結成し、リーダーを務める。

（現在は活動休止）

2015年 11月にコロッケさんからのスカウトを受け、富山から上京。活動拠点を東京に移す。

2017年 10月に地元・富山にて自身初となる講演会を開催。

2018年 5月に TBSテレビ「ペコジャニ∞！」にてToshl さんと TV地上波初共演を果たす。

北陸・富山から全国に向かって攻撃続行中！

ものまねレパートリー

Toshl（龍玄とし）



sa'Toshl 出演依頼・各種お問い合わせ先

41promotion（フォーワンプロモーション）

〒168-0062 東京都杉並区方南 2-4-17 方南町コーポビアネーズ109

Tel：03-5929-9865

Phone：090-1391-8405（担当：山本）

Mail：41pro@live.jp / yo-ichi@41pro.com (担当：山本)

HP：http://www.41pro.com

～出演依頼フォーム～

http://www.41pro.com/contact.html

sa’Toshl 出演履歴

【TV】

～TBSテレビ～

「ペコジャニ∞！」※Toshl さんと地上波初共演

「中居正広の金曜日のスマイルたちへ」「水曜日のダウンタウン」

「クイズ☆スター名鑑」「ぴったんこカン★カン」

「CDTVスペシャル！クリスマス音楽祭 2018」「CDTVスペシャル！ハロウィン音楽祭2017」

「オールスター感謝祭’22 春」

～フジテレビ～

「爆笑そっくりものまね紅白歌合戦スペシャル」

「土曜プレミアム ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ」

「スターが開店！淳＆ブラマヨのおしゃべり商店街」「バイキング」

「金曜プレミアム クイズ！ドレミファドン！SP」

mailto:yo-ichi@41pro.com
http://www.41pro.com


「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」

「潜入！リアルスコープ」

～NHK～

「有田 Pおもてなす」「探検バクモン」

～日本テレビ～

「浜ちゃんが！」「まもなく今夜くらべてみました」「ものまねグランプリ」

「あのスターに会える！？魅惑のベストヒット飯」※ベストヒット歌謡祭 2018事前 PR番組

～テレビ朝日～

「アメトーーク！」「陸海空 こんなところでヤバいバル」「お願い！ランキング」「グッド！モーニング」

『ぷっ』すま

～テレビ東京～

「ものまね芸人 216人がガチで選んだいま本当にスゴい！ものまねランキング2023」

「ものまねのプロ152人がガチで選んだ本当に似てる！"歌ものまね"ランキング」

「ものまね芸人 151人がガチで選んだ今本当にスゴい！ものまねランキング」

「モノマネでもいいから聴きたい！昭和・平成の名曲ベスト55！」「金曜 7時のコンサート」

「じっくり聞いタロウ～スター近況（秘）報告～」

「モヤモヤさまぁ～ず２」「サンドウィッチマンの脱落テスト！」

～BSテレビ東京～

「バカリズムの 30分ワンカット紀行」

～BSスカパー！～

「ダラケ！～お金を払ってでも見たいクイズ～」

～TOKYO MX1～

「あしたのSHOW」

～読売テレビ～

「浜ちゃんが！」「朝生ワイドす・またん！＆ZIP」

「あのスターに会える！？魅惑のベストヒット飯」富山※ベストヒット歌謡祭 2018 事前 PR番組



～その他地方ローカル・ケーブルテレビ～

・富山テレビ放送「BBTスペシャル」

・北日本放送 「アナ魂！」

・となみ衛星通信テレビ「HAPPY SHOWER」

・金沢ケーブルテレビネット 「相川美保のミュージックジェネレーション」 「Mapth アワー」

・ケーブルテレビ富山「とことん！とやま deライフ」 「とみおん LIVE」 「新春笑劇祭 2014」

【TVCM】

・ JOYCAL「セブンマックス編」※2019 年 6月～

【Web CM】

・ YouTube「MORT企画（株）タレント派遣事業部」

【書籍】

・コロッケ ミミックトーキョー監修「エンタの扉」

・秋田書店 麻見雅「悪魔でアイドル」

【ラジオ】

～富山シティエフエム～

「SUPERPAKURIST sa'Toshl のシャウトでいけよオィ！」「NOC～脱炭素型社会に向けて」

「よーいちのトリプルエックス」「金曜日はドキドキ！！」「せからしや清水トモキのせかラジ屋」

～その他～

・エフエムさがみ「うかんむり」

・渋谷クロス FM「MADOKAと SHIBUYAでランデブー」

・レインボータウン FM「ミミらじ」

・エフエム世田谷「ラジオ東京音実劇場」

・KBS京都ラジオ「コージーっぽい」

・エフエムとなみ「HAPPY SHOWER」

・ KNBラジオ 「高原兄の 5時間耐久ラジオ」

・ラジオたかおか 「相本芳彦のRadio-i」「だっせんありき」



・エフエムいみず「タカヒロシのぶちまけろ！」

・エフエムかほく「気分はサイコー」

・鳥越アズーリ FM「まり社長の華麗なるカレーNight」

【インターネット動画】

～YouTube～

「sa'Toshl OFFICIAL CHANNEL」「己龍チャンネル」「日テレ公式チャンネル マツコ会議」

「むらたたむ」「Gたかしのネタと企画」「Like the BEST!」「Nisekin TV」「たむちゅーぶ」

「Daisuke Kurosawa」「池尻家」「ホリBuzzTV YouTube 編～ホリをバズらせろ～」

～TikTok～

「夢玄さとし MUGEN Project」

～ニコニコ生放送～

「GACKTと一緒に家呑み！！」「津田直士 ニコ生すべての始まりの舞台裏」

～Abema TV～

「7.2 新しい別の窓」#11 ななにープレゼンツ！THEものマネー！

「7.2 新しい別の窓」#4 草彅剛バースデーパーティー！

「陸海空こんなところでヤバいバル」

～Thumva～

「MIRROR-E-STAGE ～CROKET MIMIC TOKYO～」

～WWSチャンネル～

「TiARY TV Fes!! Powered by Tokyo Street Collection」

「魔夏の夜 Toshl ロック祭り」※ライブレポート＆インタビュー動画

～スマトピ～

「X JAPAN Toshl スウィーツKURENAI」第十一夜 ※ダイジェスト映像のみ

～ツイキャス～

東京音実劇場「Re-DRIVE 7 周年記念 サトシ対リドラ大珍獣決闘」



【ショーパブ】

・東京・新宿「そっくり館キサラ」

・茨城・土浦「ものまね居酒屋歌芸夢者」

・千葉「エンターテイメント・スタジオ純」

・京都「GOSSIP KYOTO」※現在は閉店しております

・愛知・豊橋「GOSSIP GIRL」

・愛知・名古屋「ものまねクラブ Vanilla.」

・北海道・札幌「SAPPORO STAR CLUB」

・東京・六本木「CROKET MIMIC TOKYO」※現在は閉店しております

・愛知・名古屋「エンタメハウス funny nagoya」※現在は閉店しております

・東京・小作「LIVE BAR MIMIC’S」※現在は閉店しております

・富山「SHOWPUB ELVIS」※現在は閉店しております

・東京・小岩「HIT PARADE」※現在は閉店しております

・東京・府中「Bond」※現在は閉店しております

・東京・小作「お笑いBar お祭り男」※現在は閉店しております

・新潟・上越「ものまねHOUSE キラキラ」※現在は閉店しております

【MC】

・富山 高岡「STANCE PUNKS P.I.N.S JAPAN TOUR」MC

・富山 高岡「KIkare～Ma 2015 そこたらじゅうライブ」MC

・富山 高岡七夕まつり「Kikare～Ma 2015 願い音の祭典」総合司会

・富山 mairo「GATEWAY 2015」MC

・ケーブルテレビ富山「とみおん LIVE」ナレーション

・富山ご当地アイドル「Vienolossi」定期公演MC

・東京 浅草EKIMISE「茶の道2015」イベントMC

【舞台】

・Vienolossi 富山県 15市町村ツアー「ビエノロッシ学園祭」教師役



【ライブ・コンサート・イベント】

～2010年～

・富山「TOYAMA'S BURNING～富山駅前はオーナイロング」

・石川「河北潟ふれあいフェスタ」

・富山 BATH CAFR「Merry Go Land」

・東京 六本木「Paradis TOKYO忘年会パーティー」

・富山 BULLDOG「X’mas PARTY」

～2011年～

・富山 LEVEL3「LOVE JAPAN」

・富山「北日本新聞社杯 SAJ 公認 第 7 回東海北陸スノーボード技術選手権大会」

・福井 HYBRID「men's egg night」

・石川「NID TODAY & TONIGHT（ニドと無イッ）vol.2」 ※REVE 参戦

・富山 SoulPower 鋼鉄帝国 PRESENTS「市中引き廻しのうえ釈放！ライブ」※REVE 参戦

・富山 LEVEL3「TOYAMA'S BURNING」

・富山 Paisley「TOYAMA'S BURNING」

・富山「ハンパないと feat ZOUSS」

・富山「がんこもん祭」

・富山「高岡七夕祭りアーティストカーニバル」

・富山「バナナで踊ろう！DJ 水着ナイト」

・富山「The NewOtani Presents Family Party2011 ホテル開業 25 周年記念」

・石川 Kist（金沢科学技術専門学校）「KISTIVAL11」

・富山「駅北ルミエ点灯式」

・愛知 Tight Rope「KOJI presents Vo.9｣～Sunao & Kisugu Birthday party～」※X SUZUKA 参戦

～2012年～

・富山 Paisley「TOYAMA'S BURNING」

・富山「ARTIST's LIVE」REVE参戦



・富山 20/20cafe「スパイダンス」

～2013年～

・富山「太鼓ユニット”我龍”2nd アルバム我龍 ism リリースツアー 2013 春 」※REVE 参戦

・富山「ARTIST's LIVE」※REVE参戦

・東京 HEAVENS NIGHT（TAIJI with HEAVENS）ゲスト出演

・富山 入善ふるさと七夕まつり

・京都 東急ホテル「50de50 着物 deショー」

・第90期 神威♂楽園 de セメナ祭

～2014年～

・富山 高岡市「新成人の集い」

・東京＆大阪 Connection with RYUTAROCK「北極ラーメンツアー」

・富山「Music Flow Party Vol.12 中央通りアーケード同時 LIVE」

・富山 saToshl 不定期公演「咲富志祭2014」

・富山 とやま山王祭 2014

・富山 TJとやま Presents「ミラコン2」

・富山 「TOYAMA MUSIC JAM」

・富山「YOUTAライブWith ピアノ Vol.2」

・富山 高岡市「KIRINOKI SUMMER FESTIVAL」

・富山 高岡七夕祭り 「Kikare～Ma 2014 願い音の祭典」

・富山 高岡万葉まつり「朗唱の会」

・第91期 神威♂楽園 de マトメナ祭

～2015年～

・富山 saToshl 不定期公演Vol.2「咲富志祭2015 冬の JIN」

・富山 松本隆博ライブツアー2015

・富山 saToshl 不定期公演Vol.3「咲富志祭2015 晩冬の陣」

・富山 sa'Toshl 不定期公演Vol.4「咲富志祭2015 震・感染！」



・富山 「とやま山王市」

・長野 信州ガールズプロレスリング「信州ガールズ定期戦第 17戦」

・富山 高岡「Kikare～Ma Audition LIVE 2015」

・東京 赤坂ブリッツ「魔夏の夜 Toshl ロック祭り」※Toshl さんと初共演

・石川 金沢「北金沢夏まつり」

・富山 高岡七夕祭り 「Kikare～Ma 2015 願い音の祭典」

・富山GRNサンダーバーズ公式戦 ゲスト出演

・富山 北陸バイクフェスティバル 2015

・富山「武べゑ 10周年祭」～一夜限りの酒と音楽の祭典～

・富山 高岡「KIkare～Ma 2015 そこたらじゅうライブ」

・静岡 浜松「お笑いライブショー in浜名湖」

・VAMPS主宰「HALLOWEEN PARTY 2015」※神威♂楽園として参加

～2016年～

・東京 ジョイポリス「COUNTDOWN PARTY 2016」

・富山 高岡「STANCE PUNKS P.I.N.S JAPAN TOUR」

・富山 砺波「タピ・ドゥ・フルーとなみ 2016」

・東京 二子玉川「火照っていいとも！vol.3」

・神奈川「浜中マリア 20周年 LIVE」

・東京 麻布十番「ツートン青木Birthday Live 2016」

・東京 麻布十番「麻布十番納涼まつり2016」

・東京 巣鴨「es. 8th LIVE”ガキにはわかるまい！Vol.002」

・東京 昭和女子大学「コロッケ スーパープレミアムコンサート」

・千葉 柏「Do it Now#22」※”X KOGURE” 参戦

・富山「火照っていいとも！vol.5」

・富山「sa’Toshl cafe」

・千葉「氣志團万博 2016」※GACKT presents 神威♂楽園として参加



～2017年～

・富山「sa’Toshlove Chapel Live 2017」

・東京「コージー冨田のしゃべりたかったコトVol.25～なぞかけヤングライオン杯～」

・東京 麻布十番「ツートン青木Birthday Special 2017」

・富山「火照っていいとも！vol.8」

・神奈川「真鶴貴船まつり 2017」

・新潟 十日町市「福フェス」

・奈良「天理祭」

・東京「ミミックネクストジェネレーションズ」

・東京 上野恩賜公園「東京ヒマつぶし音楽祭2017」

・埼玉 スーパーオートバックス大宮「第１回 爆笑！ものまねバックス」

・東京 SHIBUYA TSUTAYA O-Crest 「KEISANDEATH FIRST LIVE」

・北海道 「ものまねエンターテイメントSHOW 英明と愉快な仲間たち」

・富山 SUPERPAKURIST sa'Toshl Presents「sa'Toshlove Birthday Count Down 2017」

・福島 スパリゾートハワイアンズ「ハワイアンズカウントダウン2017」

・第 93期 神威♂楽園 de ヒラキナ祭

～2018年～

・東京 新春ツートン青木ものまねコンサート「ツートン青木とゆかいな仲間たち」

・富山「TOYAMA ROCK FESTIVAL 2018」

・群馬 前橋「OLIVIA春の祭典エンターテインメントSHOW」

・東京 麻布十番「ツートン青木Birthday Live 2018」

・ワイモバイルイベント（富山、石川、福井、大阪、兵庫、和歌山）

・東京 「福生七夕まつり」

・富山 「ふるさと観光上市まつり」

・愛知 「西尾張祭り ものまね大爆 show!!」

・東京 浅草橋MANHOLE「One Chance eXtream Night 2018」※REVEとして参戦



・東京 品川インターシティホール「TiARY TV Fes!! Powered by Tokyo Street Collection」

・東京 神楽坂 TheGLEE「ミュージック タペストリー」

・東京 マイナビBLITZ赤坂 背徳の薔薇「背徳之狂宴 零 赤ブリの景色見せたろか？」

・東京 恵比寿 CreAto「hide≒music CELEBRATION Pink Eternity 2018」※X KOGUREとして出演

・東京 新宿Ruido K4「Cyber Nation Network 20th ANNIVERSARY Party with カラテブラボー」

・第94期 神威♂楽”園 de オタチナ祭

～2019年～

・富山 SHOWPUB ELVIS「YAMATOワンマンライブ」

・東京「紅白モノマネ歌合戦 inボートレース平和島 白組」

・ワイモバイルイベント（大阪、千葉、茨城）

・東京「サプライズビーチファイナルイベント」

・千葉 幕張メッセ「ニコニコ超会議2019」LIVE DAM STUDIUM カラオケステージ

・東京 お台場「肉フェス TOKYO 2019」

・茨城「Kage Rock Fes.」

・富山 「第５回水橋みなと感謝祭」

・山梨「第4回クスリのサンロードお客様健康感謝DAY」

・東京 浅草橋MANHOLE「One Chance eXtream Night 2019」※REVEとして参戦

・北海道 「吟座いっ久Presents モノマネエンタライブ in いっ久 Vol.3」

・岡山 「ゼビオグループpresents TSC たまの渋川ビーチフェスタ 2019」

・石川 「つばた町民八朔まつり」

・富山 「第59回 富山まつり」sa'Toshl X JAPANモノマネ LIVE ※REVEとして参戦

・東京 新宿 club SCIENCE「ARGYROS Ⅱ」※MAMI BANDとして参戦

・岡山 LIVEHOUSE IMAGE「CRAZY ユニバース 1ST ANNIVERSARY LIVE PARTY」

・岡山「Animemory 5th Special Edition "Live! Final Memory"」

・第 95期 神威♂楽”園 de トビナ祭

・茨城「Kage Rock Fe.s 冬の陣」



・東京「第6回ご当地鍋フェスティバル＠日比谷公園」

・東京『ルミネ theよしもと＆そっくり館キサラ コラボ企画「ものまね軍団 歌謡ショー＆コメディ SP」』

～2020年～

・富山「Sister MAYO 北陸アニソンフェスティバル2020」

・茨城「Kage Rock Fes.」

・富山 富山駅路面電車南北接続記念事業「TOYAMA OUTDOOR PARTY 2020」

・東京「GⅠ開設 66 周年記念トーキョー・ベイ・カップ開催記念 豪華ゲスト出演！ボートレース生

配信トーク！」

・岡山「イコットニコット 2nd ANNIVERSARY」

～2022年～

・福岡「SoftBank Y!mobile 新春ものまね＆お笑い芸人ライブ」

・大阪「SoftBank Y!mobile 新生活応援スペシャルイベント」

・長崎「DEJIMA博 2022」

・富山「第4回とやま食祭展」

・東京「Re-DRIVE 7 周年記念 サトシ対リドラ大珍獣決闘」

・茨城「土浦キララまつり 2022」

・富山「爆笑そっくりものまねショー in インペリアルウイング富山迎賓館」

・東京「TAMTIC FEST.2022目黒鹿鳴館」

・富山「第5回とやま食祭展」

【講演会】

・富山 第56回福祉講演会「人生に悔いを残さない為に選んだ道」

その他各種イベント／企業パーティー／納涼祭／結婚披露宴／メディア など多数出演


