
 
 

報道関係者各位 2021 年 9 ⽉ 22 ⽇ 
プレスリリース アソモビ実⾏委員会 

 

遊べるモビリティの総合展「アソモビ 2021 in Saitama」 
『2021 アンバサダー』に剛⼒彩芽さん就任決定︕ 

＝『エバンジェリスト』にダンスボーカルユニット A.I.A の JURIANA さん＝ 
 

 
アソモビ実⾏委員会(所在地︓東京都渋⾕区)は、10 ⽉ 16 ⽇(⼟)・17 ⽇(⽇)の 2 ⽇間、さいたまスーパ
ーアリーナで開催される、遊べるモビリティの総合展「アソモビ 2021 in Saitama」にあわせて、⼥優
でモデルの剛⼒彩芽さんに「アソモビ 2021 アンバサダー」、世界初のアンドロイドダンスボーカルユニ
ット A.I.A の JURIANA さんに「アソモビ エバンジェリスト」への就任が決定しましたのでお知らせし
ます。また 10 ⽉ 16 ⽇（⼟）「アソモビ 2021」（会場︓さいたまスーパーアリーナ）のオープニングセ
レモニー内「就任式」にて、剛⼒さんと JURIANA さんへ副賞として「1 年間キャンピングカー無償レン
タル権」が贈呈されます。 

 
「2021 アンバサダー」就任の剛⼒彩芽さんと「エバンジェリスト」就任の「A.I.A」JURIANA さん 

 
「アソモビ 2021 in Saitama」公式サイト︓https://asomobi.com/  

 

「アソモビ 2021 アンバサダー」に剛⼒彩芽さん決定︕ 

「アソモビ」では、クルマとの旅の楽しさを広く啓蒙・普及することを⽬的とし、⾞での旅⾏好き(キ
ャンプやアウトドア好きも含む)の著名⼈ 1 名を、毎年「アソモビ アンバサダー」に就任頂いておりま
す。剛⼒さんは、船舶免許を持つなど積極的にアクティビティへチャレンジされる⽅であり、アウトド
アやクルマでの旅にも⾮常に関⼼を⾼くお持ちであることから、ニューノーマル時代に相応しい「アソ
ビ×モビリティ」の新たな関係性を発⾒していただき、今後も積極的に「アソモビ⽂化」の普及・啓蒙
に貢献を頂きたいと「アソモビ 2021 アンバサダー」就任をお願いすることと致しました。 



 
 

 
「2021 アンバサダー」就任の剛⼒彩芽さん 

 
■剛⼒彩芽さんのプロフィール（⼥優・モデル） 
1992 年神奈川県⽣まれ。2008 年〜2013 年雑誌「SEVENTEEN」の専属モデルとして活躍。2011 年
「⼤切なことはすべて君が教えてくれた」（CX）にて本格的に⼥優デビュー。以後、ドラマ・映画・舞台
などを中⼼に活動中。フジテレビ系列「奇跡体験!アンビリーバボー 」ではメイン MC も務めている。最
近は舞台・映画での活動を中⼼としている。 
 

初代「アソモビ エバンジェリスト」は 
世界初のアンドロイドダンスボーカルユニット A.I.A の JURIANA さんに決定︕ 

「アソモビ」では、今年より「アソビ×モビリティ」の楽しさを幅広く啓蒙・普及する伝道師（エバンジ
ェリスト）として、毎年 1 名を「アソモビ エバンジェリスト」に就任頂くことにいたしました。初代「ア
ソモビ エバンジェリスト」として、⽇本が世界に誇るダンスパフォーマンスで時間と空間を⽀配する芸
術家集団「タイムマシーン」のパフォーマー兼プロデューサー⻩帝⼼仙⼈（こうていせんにん）さんと、
同⽒が世界へ新たに発信する世界初のアンドロイドダンスボーカルユニット A.I.A の JURIANA さんに
就任頂くことといたしました。 
 
JURIANA さんは⻩帝⼼仙⼈さんと共に出演された、9 ⽉ 21 ⽇（⽕）⽇本テレビ系列放送の「めざせ︕
グローバルスター」においても圧巻のパフォーマンスを披露され、アメリカやタイのプロモーターに⽀持
されるなど今や世界が注⽬する世界初のアンドロイドダンスボーカルユニットです。 
 
コロナ禍の閉塞感漂う世の中において、ダンスシーンをリードする A.I.A の世界への果敢なる挑戦は多
くの若者に多⼤な影響⼒を持つことから、ニューノーマル時代の「アソビ×モビリティ」という新しい⽂
化創造への伝道師としても若者に対して⼤きな影響⼒を発揮することを期待して、初代「アソモビ エバ
ンジェリスト」への就任をお願いすることといたしました。 
 



 
 

 
世界初のアンドロイドダンスボーカルユニット「A.I.A」 

 
■A.I.A JURIANA さんのプロフィール 
⼤阪⽣まれ。⼩学 1 年⽣からダンスを始め、3 年⽣からは様々な soul dance バトルで優勝。WDC(WORLD 
DANCE COLOSSEUM）世界⼤会で優勝し、⼩中学⽣チャンピオンとなる。また、伝説のダンス番組「ス
ーパーチャンプル」でも最優秀賞を獲得し、最年少で世界最⾼峰のダンスコンテスト「ジャパンダンスデ
ィライト」に出場するなど若くして才能を開花させる。⾼校でも「High school all style crew battle (⾼
校⽣対抗の全国⼤会)」で優勝し、⾼校⽣チャンピオンとなる。⾼校卒業後は、上京し「⻩帝⼼仙⼈アカ
デミー」でアニメーションスタイルを学ぶ。現在は、CM・ラジオ・TV・振り付けなど多⽅⾯で活躍する
とともに、昨年からは⽼舗アウトドアブランドメーカー「キャプテンスタッグ」のアンバサダーとしても
活動中。2021 年、アカデミーの師でもある⻩帝⼼仙⼈との世界初のアンドロイドダンスボーカルユニッ
ト「A.I.A」を始動。 
 
＜Instagram＞JURIANA ︓ https://www.instagram.com/juri0218_official/?hl=ja  
 
■A.I.A ⻩帝⼼仙⼈（こうていせんにん）さんのプロフィール 
ダンスアーティスト・創造家・現代アーティスト・書家・演出家・著者 
⻩帝⼼仙⼈率いるダンスパフォーマンスチーム「タイムマシーン」は、5 億⼈が視聴する「Asia's Got 
Talent」でアジア⼈初のゴールデンブザーを獲得し、ジョージ・ルーカスが世界で初めてスター・ウォー
ズ公認のダンスパフォーマンスとして認めるなど世界的な活躍を⾒せる。⾃⾝も出演・振付した「ユニク
ロック」はカンヌ国際広告⼤賞グランプリ他、世界の広告賞 23 賞を獲得する歴史的快挙を成し遂げ、
「UNIQLO MIXPLAY」では視聴回数が累計約 2000 万回を越えるなど、YouTube での作品視聴回数は
合計 1 億回を超え⽇本⼈ダンサーとして最多。創⽴した「⻩帝⼼仙⼈プレミアムアカデミー」の⽣徒の
中からは、NY アポロシアターのアマチュアナイト年間チャンピオンや、初開催のアマチュアナイト
JAPAN でも優勝チームを輩出する。１から５期⽣で構成されたチームでの世界⼤会優勝。ダンス甲⼦園
でも 2013 年含め４回の優勝を記録。プロデューサー、指導者としての評価も⾮常に⾼い。2021 年、ア
カデミー卒業⽣でもある JURIANA との世界初のアンドロイドダンスボーカルユニット「A.I.A」を始動。 
 
＜Instagram＞⻩帝⼼仙⼈︓ https://www.instagram.com/kouteisennin_timemachine/?hl=ja  
 
ダンサー養成スクール「⻩帝⼼仙⼈アカデミー」︓http://timemachine-inc.com/lesson/sennin007/senior/  

 



 
 

 

10/16（⼟）「アソモビ 2021 アンバサダー＆エバンジェリスト」就任式 
 

10 ⽉ 16 ⽇(⼟) 「アソモビ 2021 プレス内覧会」の会場メインステージで⾏われるオープニングセレ
モニーにて、「アソモビ 2021 アンバサダー」及び「アソモビ エバンジェリスト」就任式を執り⾏いま
すので、プレスの皆様におかれましては是⾮ご参加くださいます様お願い申し上げます。 
 
■就任式では副賞として「1 年間キャンピングカー無償レンタル権」を贈呈 
アンバサダーには「アソビ×モビリティ」を満喫できるキャンピングカーの「1 年間無償レンタル権」が
贈呈されます。今回は出展社の株式会社トイファクトリー様にご協⼒頂き、剛⼒さんと JURIANA さんの
リクエストもお聞きした上で、ご希望に沿うキャンピングカーをご⽤意いたします。 

 

■「アソモビ 2021 プレス内覧会」概要 
会 期︓2021 年 10 ⽉ 16 ⽇(⼟)8:00〜10:00（事前申込制︓受付開始 7:45） 
会 場︓さいたまスーパーアリーナ [コミュニティーアリーナ＋展⽰ホール] 
内 容︓キャンピングカー・⾞中泊⾞の展⽰・販売、メーカー情報コーナー、 

アウトドア⽤品の展⽰・販売、レジャー施設情報コーナー、各種物販他 
主 催︓アソモビ実⾏委員会 
対 象︓プレスの⽅のみ（事前申込制） 
U R L︓https://asomobi.com/  
 

10/16(⼟)・17(⽇) 
《さいたまスーパーアリーナ》「アソモビ 2021」開催 

「アソモビ 2021 in Saitama」は、⾞中泊仕様⾞・キャンピングカー・バンライフ⾞等の“遊べるモビリ
ティ”展⽰のほか、⾃転⾞や電動キックボードなど各種のモビリティ＆アクティビティを体験でき、ニュ
ーノーマル時代において“密”を避けつつ遊べる基地（＝“⾮密基地”）でありつつも、快適に移動できる⼿
段としていま注⽬の最新モビリティ＆アウトドアギアが⼀堂に集まる総合イベントです。 
 
■「アソモビ 2021 in Saitama」開催概要 
イベント名 アソモビ 2021 in Saitama | PLAY MOBILITY EXPO 2021 in Saitama 

会 期 10 ⽉ 16 ⽇(⼟) 10:00〜18:00（※8 時よりプレス内覧会） 
10 ⽉ 17 ⽇(⽇) 10:00〜17:00 

会 場 
さいたまスーパーアリーナ 
・メイン会場︓コミュニティーアリーナ 
・サブ会場︓展⽰ホール・その他 



 
 

主 催 アソモビ実⾏委員会 

協 ⼒ ⼀般社団法⼈⽇本カーツーリズム推進協会 

後 援 環境省、観光庁（申請中）、JR 東⽇本（申請中）、コカコーラ（申請中） 
いなべ市、⼩菅村、くるま旅クラブ株式会社（申請中） 

公式サイト https://asomobi.com/  

⼊場料 [前売券] ⼀般 (⾼校⽣以上） 800 円・⼩⼈（⼩中学⽣）500 円  
[当⽇券] ⼀般 (⾼校⽣以上）1000 円・⼩⼈（⼩中学⽣）600 円 

内 容 ⾞両メーカー・キャンピングカー・⾞中泊⾞の展⽰・販売、 メーカー情報コーナー、
アウトドア⽤品の展⽰・販売、 レジャー施設情報コーナー、各種物販他 

※⼀部変更、追加することがございます。 
※「アソモビ 2021 in Saitama」ではペット同伴での⼊場はできません。 
 

新型コロナウィルス感染症対策について 

「アソモビ 2021 in Saitama」では開催に際し、来場者・出店者の皆様の安全と健康を最優先に、⽇本
展⽰会協会のガイドラインに沿って実施・運営いたします。 
詳しくは「ガイドライン」（https://asomobi.com/guideline/）をご確認ください。 
 
 

【リリースに関するお問合せ先】 
アソモビ実⾏委員会 

広報事務局 担当︓花⽥ 
TEL︓050-6869-6363 Mail︓info@kouhou.jp  


