貴店名（帖合）

●史上初の刊行、全演芸ファン垂涎の注目企画。大反響必至！

〒 104-0045 中央区築地 1-9-1 井上ビル 4F
TEL.03-3542-3610 FAX.03-3542-3611

●オールカラー 全１１００人
以上の演芸家の写真経歴を掲載

（有）東京かわら版

「東西寄席演芸家名鑑」

取扱品

● 創刊から 年の老舗演芸専門誌、東京かわら版が完成させた出版史上初の、東西

● 判型 天地 203 ×左右 109
● 定価：本体 2000 円＋税

注文冊数

の全演芸家のオールカラーの名鑑です。落語協会、落語芸術協会、五代目円楽一門会、

地方小出版
流通センター

東京かわら版╱編

落語立川流、講談協会、日本講談協会、日本浪曲協会、上方落語家、上方講談協会、

東西寄席演芸家名鑑

大阪講談協会、浪曲親友協会、フリー含む全１１００人以上掲載のカラー名鑑。全

■ 注文カード

３２４ページ。定価２０００円＋税。
（別紙の誌面みほんもご覧ください！）

●全協会の会長、大ベテランの顧問、理事
から、入門したての若手まで、オールカラー
で全員掲載！ 圧倒的なボリュームの誌面
がこれでもかと続きます。演芸ファンが待
ちに待った、夢の企画が、実現しました！
大反響必至。是非、ご注目ください。ご注
文をお待ちしています !!
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社団法人

落語協会
らくごきょうかい

真打
【種】真打【前】1945 年9
月、三遊亭円歌2「歌治」
【二】1948 年4 月「歌奴2」
【真】1958 年4 月。1970
年9 月「円歌3」
【囃】二ツ
巴【紋】片喰【名】中沢円
法【 生 】1 9 3 2 年 1 月 1 0
日【出】東京都墨田区【学】
岩倉鉄道学校【血】ＡＢ
【備】落語協会最高顧問

三遊亭 円歌

落語芸術協会

円楽一門

【種】真打【前】1959 年3
月、
柳家小さん 5「小たけ」
【 二 】1963 年4 月「 さ ん
治」
【真】1969 年9 月「小
三治10」
【囃】二上りかっ
こ【紋】変り羽団扇【名】
郡 山 剛 蔵【 生 】1939 年
12 月17 日【出】東京都新
宿区【学】青山高校【血】
Ｂ【備】落語協会顧問。重
要無形文化財保持者（人
間国宝）

たちばなや・えんぞう

やなぎや・こさんじ

立川流

講談協会

三遊亭 金馬

三遊亭 円窓

林家 こん平

日本講談協会

日本浪曲協会

●東西寄席演芸家名鑑
本文ページ（誌面みほん）
※オールカラー

上方落語家

上方講談協会

【種】真打【前】1958 年3
月、
林家三平「こん平」
【二】
1962 年11 月【真】1972
年9月
【囃】
佐渡おけさ
【紋】
花菱【名】笠井光男【生】
1943 年3 月12 日【出】新
潟県刈羽郡【学】千塚中学
【血】Ａ【備】落語協会相
談役

落語協会

【 種 】真 打【 前 】1952 年
12 月、月の家円鏡4（橘
家円蔵7）
「橘家竹蔵」
【二】
1955 年9 月「升蔵」
【真】
1965 年4 月「月の家円鏡
5」
。1982 年10 月「 橘 家
円蔵8」
【囃】虎退治【紋】
三ツ組橘【名】大山武雄
【生】1934 年4 月3 日【出】
東京都江戸川区【学】小松
川第二小学校【血】Ｂ【備】
落語協会相談役

柳家 小三治

さんゆうてい・えんか

鈴々舎 馬風

【種】真打【前】1941 年7
月、三遊亭金馬3「山遊亭
金時」
【二】1945 年8 月「三
遊亭小金馬」
【真】1958
年3 月。1967 年「金馬4」
【囃】本調子かっこ【紋】中
陰鬼蔦【名】松本龍典【生】
1929 年3 月19 日【出】東
京都世田谷区【学】八名川
小学校【血】Ａ【縁】息子
に金時【備】落語協会顧問。
日本演芸家連合会長

橘家 円蔵

〒110- 0005 台東区上野1- 9- 5
03- 3833- 8563
http://rakugo-kyokai.jp
協会会員個人のホームページはここから
リンクがはられています

【 種 】真 打【 前 】1956 年
12 月、
柳家小さん 5
「小光」
【二】1960 年3 月「かゑる」
【真】1973 年3 月。1976
年5 月「 鈴 々 舎 馬 風10」
【囃】本調子のっと【紋】鈴、
裏梅【名】寺田輝雄【生】
1939 年12 月19 日【 出 】
千葉県野田市【学】国際文
化理容学校【血】ＡＢ【備】
落語協会最高顧問

【 種 】真 打【 前 】1959 年
3 月、春風亭柳枝8「枝女
吉」
。 同 年10 月 師 没 後、
三遊亭円生6 門下「三遊
亭吉生」
【二】1962 年11
月【真】1969 年3 月「円
窓6」
。1978 年6 月師に従
い落語協会脱会。師没後、
1979 年11 月落語協会に
復帰【囃】新曲浦島【紋】
三ツ組橘【名】橋本八郎
【生】
1940年10月3日
【出】
東京都江東区【学】文京高
校【血】Ｂ【縁】息子に窓
輝【備】落語協会相談役
れいれいしゃ・ばふう

さんゆうてい・きんば

さんゆうてい・えんそう

はやしや・こんぺい

大阪講談協会

浪曲親友協会

フリー

