ＤＪ ・ 落語パフォーマー

シリル コピーニ
CYRIL
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本 名

CYRIL COPPINI

出身地
生年月日
サイズ
特 技
趣 味
学 歴

フランス／ニース
1973 年 6 月１5 日
身長 175ｃｍ
DJ Mix
落語
フランス国立東洋言語文化研究所 INALCO 卒業
（1995 年～1996 年 信州大学人文学部留学）

1991年、ニースからパリに移動し、
「フランス国立東洋言語文化研究所」
（I.N.A.L.C.O.)で日本語・日本文化を勉強。1997年6月、「二葉亭四迷
の言文一致運動」をテーマにした論文でI.N.A.L.C.O.を卒業。同年9月、
九州日仏学館（福岡）でフランス語講師＆文化担当として勤務。1998
年から現地のラジオ局レギュラー番組を持ち、クラブでDJ活動を開始。
2001年、東京に移動し東京日仏学院で広報担当＆音楽担当として勤務。
主宰するイベント「Medvacances～地中海ヴァカンス」（info@medvacances.com）も好評を博している。
タレントとしてもその個性から NHK 国際放送「TOKYO EYE」
、他でレギュラー的にレポーターを務めた。
近年では、フランス人の落語パフォーマーとして、国内だけでなくフランスなど海外でも幅広く活動している。

■ラジオパーソナリティ
2011 年 5 月～2012 年 3 月 TOKYO-FM（JFN 全国ネット）
「Jeepstyle radio」ナビゲーター
2010 年１月～１２月 InterＦＭ「アルファサウンズ」 ナビゲーター
2008 年
文化放送 日仏交流 15 周年記念特番「ザ・ステージ アミティエ 150 人の言葉」
200７年～2009 年
文化放送デジタル 9310ch UNIQUE THE RADIO「フランサクチューブ」パーソナリティ
2005 年～2007 年 インターエフエム 76.1「PSA フレンチ」
2004 年～2007 年 ラジオ日本（ＡＭ1422）外人さん大指摘！爆笑 ニッポン人の急所！レギュラー出演
2004 年
J-Wave
Week-end Special 「地中海クルーズ」
2002 年～2004 年 NHK 国際部 Point de vue/ Radio Week-end
2001 年
J-Wave 「フランス音楽特集」
2000 年～
フランス国営放送（R.F.I.）
日本におけるフランス音楽の状況について執筆。
（Daft Punk、Tahiti 80、Patricia Kaas など。
(www.rfimusique.com ）
1998 年～2001 年 九州国際エフエム Pause Café/ Interwave/ Club F.I.T.
1998 年～2000 年 FREE WAVE 天神エフエム（福岡）Samedi Paradis/ Monsieur かぶれ/ Alien Beat

■TV
2017 年 11 月
201７年
2016 年 7 月
2015 年

NHK 国際放送「Journeys in Japan」愛媛県今治市 出演
NHK E テレ「初春 世界を魅了！伝統芸能のパイオニアたち」 出演
NHK 国際放送「Journeys in Japan」福井県鯖江市 出演
NHK 総合「首都圏ニュース」 出演
NHK BS プレミアム「ぶらりニッポン鉄道旅」 ゲスト
2008 年～2009 年 NHK「英語でしゃべらナイト」
NHK 教育「ビタミン ETV」 レギュラー
2007 年
NHK 国際放送「TOKYO EYE」 準レギュラー
2007 年～2008 年 CX「NIPPON @WORLD」 レギュラー
2006 年
NHK「世界遺産の旅・フランス」 PR 番組出演
2006 年～2008 年 NHK「フランス語会話」 音楽コーナーナビゲーター・レギュラー
2004 年
NHK「フランス語会話」 出演
2002 年
BS フジ「お台場トレンド市場（マーケット）
」 準レギュラー出演
2001 年
BS 朝日「Harajuku ロンチャーズ学院」 ゲスト
2000 年
「ディスカバー本渡」
（天草地方プロモーションビデオ）出演
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■CM
2001 年

テレビＣＭ「西日本銀行」出演（福岡）

■イベント
2014 年 6 月
「浴衣 de MOET & CHANDON」落語パフォーマーとしてイベント参加
2003 年～2009 年「Medvacances～地中海ヴァカンス」
（info@medvacances.com）主宰

■CD
2010 年
2007 年
2005 年
2002 年

「ラ・キャラバン」日本 CD デビューをプロデュース
「地中海ヴァカンス」リリース（選曲＆プロデュース）
早聞き時事 フランス語 ／Les News à vitesse grand V（構成・ナレーション担当）
邦楽と韓国音楽 2 枚組み CD（フランス国営放送・RFI JAPON COREE）

■イベント司会
Caribbean Music Festival“Isla de Salsa”
（福岡・長崎）
2000 年福岡ライブサミット（ZEPP 福岡）
世界ＣＭフェスティヴァル（福岡・東京）
音楽の祭日／Fête de la musique（東京）
他多数

■出版
2005年 「私の国の超～常識！」
（青春文庫）
ラジオ日本番組「外人さん大指摘！爆笑 ニッポン人の急所！！」より本を出版

■落語

竜楽師匠と高座に！

大阪にて落語イベント！

東京新聞にて取材！
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