
SAMC G

月 火 水 木 金 土 日

※出演者は変更になる場合がありますので予めご了承ください。最新の出演者情報はよしもと漫才劇場ホームページでご確認ください。　※5歳以上または身長１１０ｃｍ以上のお子様はお席が必要となります。　※ビデオ、カメラまたは携帯電話での撮影禁止。　※18歳未満入場不可の公演は身分証明書の提示をお願いする場合がございます。　※コロナ感染対策による時短営業で、無観客オンライン配信のみでの開催となる場合がございます。予めご了承ください。　※2022年4月1日以降の主催公演より、出演者から客席最前列まで1.8mの距離を確保し、前2列の販売を再開いたします。立ち見の販売はございません。

お手持ちのスマホやPCで劇場公演が視聴できる！

※翌々日お昼12：00まで購入可能  ※開演から48時間の見逃し視聴サービスあり。※開演２時間前まで販売。

チケットやグッズを買ってポイントを貯めよう　FANYのエンタメ情報も逃さずキャッチ！

2022年
【問い合わせ】

0570-550-100 （10:00～19:00）

【インターネット購入】 ※開演2時間前まで販売

http://ticket.yoshimoto.co.jp/
3/5(土)11:00～プレミアム会員・ID会員先行発売　3/9(水)10:00～一般発売　3/15(火)10:00～オンライン発売4月 公演スケジュール 4月公演 FANYチケットにて発売中！

※各公演の開場時間は開演時間の20分前となります。

大人気のスペシャル企画!! TVで御馴染の人気芸人が多数出演! 
漫才、コントにゲームコーナーなどバラエティに富んだお笑いを

家族みんなで楽しめる超お得な約110分ライブ！！ 

大人気のスペシャル企画!! TVで御馴染の人気芸人が多数出演! 
漫才、コントにゲームコーナーなどバラエティに富んだお笑いを

家族みんなで楽しめる超お得な約110分ライブ！！ 

よしもとイチオシの若手芸人から今をときめく
旬の芸人が出演する約110分の寄席公演！

吉本極新喜劇もお楽しみに！

よしもとイチオシの若手芸人から今をときめく
旬の芸人が出演する約110分の寄席公演！

吉本極新喜劇もお楽しみに！

※各公演の開場時間は開演時間の20分前となります。

漫才、コントやピンネタ、大爆笑間違いなしのKiwami極LIVEの拡大版！
スペシャルな120分！

ゲストによるネタもあり、よしもと漫才劇場が自信を持ってオススメするライブです！

翔メンバー総出演!!
よしもと漫才劇場最大の白熱バトルは絶対に見逃せません!!

¥1000 ¥1300 配 ¥1000
芸歴9年目以下のフレッシュな芸人のネタとコーナーの60分。

若手芸人の才能あふれるネタをお楽しみください！！
未来のスターを新発見出来るライブです！！

¥1000 ¥1300 配 ¥1000
MCも翔メンバーでお贈りするフレッシュな60分ライブ‼

※各公演の開場時間は開演時間の15分前となります。

※各公演の開場時間は開演時間の20分前となります。

※こちらの公演は配信はございません。

※未就学児入場不可
※日付によって時間が異なる場合がございます。

※各公演の開場時間は開演時間の15分前となります。

¥1800 ¥2000

¥2800 ¥3100¥2800 ¥3100

極メンバー総出演！
最大規模の組数が出演する三部構成の

2か月に1回行われる芸歴10年目以上のネタバトル！

17：30 17：50第三部
14：10 14：30第二部
10：50 11：10第一部

※投票は劇場にお越しのお客様のみとなります。オンライン視聴のお客様は投票はできません。

※第一部・第二部・第三部通し券 4000円（先行販売のみ）
※第一部・第二部・第三部通しオンラインチケット 4000円

※未就学児入場不可

¥1500 ¥1800 配 ¥1500

4/16（土）4/16（土）
160分
配信あり

17：40 18：00 ¥1500 ¥1800 ¥1500配

4/9（土）4/9（土）

¥3000 ¥3300

¥3300 ¥3500

¥3000 ¥3300

¥3300 ¥3500

バッテリィズ、丸亀じゃんご、天才ピアニスト、ぎょうぶ
鉄人小町、初夢コスモ、タイムキーパー、マーメイド

MC ダブルヒガシ

イノシカチョウ
ロングコートダディ、ニッポンの社長、隣人

ドーナツ・ピーナツ、バッテリィズ、戦士、チェリー大作戦
フースーヤ、爛々、三遊間、ファンファーレと熱狂

MC カベポスター

20世紀、もも

※指定席  13:30～

Dr.ハインリッヒ、祇園、ジソンシン、黒帯、ニゲルベ、エンペラー、さや香
隣人、コウテイ、紅しょうが、カベポスター、ヒューマン中村、田津原理音

カンフーカンフー、ダブルヒガシ、バッテリィズ、放課後ボーイズ
キングブルブリン、フミ、タチマチ、ハイツ友の会

空道太郎presentsトークバトル空道太郎presentsトークバトル

※指定席  

※指定席  

ラフ次元 空、スーズ 高見

21:00～

16:30～

20：45 21：00 ¥1500 ¥1800 ¥1200配

マルセイユ、ヘンダーソン、ネイビーズアフロ
19：15 19：30 ¥1500 ¥1800 ¥1500配

17：45 18：00 ¥1200 ¥1500 ¥1200配

※指定席  19:30～

カベポスター、フースーヤ、タイムキーパー

オズワルドG

ツートライブ 周平魂、さや香 新山、コウテイ 九条ジョー、kento fukayaG

ももMC

※指定席  18:00～

17:45～

17:15～

60分

配信あり

配信あり

60分

60分

60分

120分

配信あり

配信あり

60分

60分

※サンテレビの番組収録があります。 毎週火曜日22:00－22:30放送
※未就学児は入場不可となります。

詳しくは番組ホームページをご覧下さい。詳しくは番組ホームページをご覧下さい。

さや香、ラニーノーズ、ネイビーズアフロ
15：45 16：00 ¥1800 ¥2000 ¥1500配

さや香、ラニーノーズ、ネイビーズアフロ
18：05 18：20 ¥1800 ¥2000 ¥1500配

さや香、ラニーノーズ、ネイビーズアフロ
20：25 20：40 ¥1800 ¥2000 ¥1500配

※指定席  

配信あり

配信あり

配信あり

80分

80分

80分

配信あり
60分

20:30～

コント機動隊

11:10～ 第一部第一部

第二部第二部

第三部第三部

14:30～

17:50～

160分

160分

160分

MC 藤崎マーケット

21:00～

ガチャガチャ、span!、Dr.ハインリッヒ、ジュリエッタ、ラフ次元、ヘンダーソン
マイスイートメモリーズ、黒帯、武者武者、モンスーン、スナフキンズ、なにわスワンキーズ

ポートワシントン、茜250cc、エジソン、からし蓮根、コウテイ、ラニーノーズ、中山女子短期大学、kento fukaya
【UP TO YOU！サバイバルステージ選抜メンバー】侍スライス

MC 藤崎マーケット
青空、タナからイケダ、祇園、パーフェクト・ダブル・シュレッダー、ジソンシン、吉田たち
十手リンジン、ダブルアート、パーティーパーティー、マルセイユ、ニゲルベ、ニッポンの社長

ネイビーズアフロ、ビスケットブラザーズ、ZUMA、センリーズ、イノシカチョウ、もも、シゲカズです、田津原理音
【UP TO YOU！サバイバルステージ選抜メンバー】ナナ

MC 藤崎マーケット
ヘッドライト、デルマパンゲ、ラビットラ、ツートライブ、令和喜多みな実、セルライトスパ
ロングコートダディ、シカゴ実業、鱒之介、おたまじゃくし、マユリカ、エンペラー、さや香
滝音、隣人、20世紀、紅しょうが、ヒューマン中村、今井らいぱち、濱田祐太郎

【UP TO YOU！サバイバルステージ選抜メンバー】鬼としみちゃむ

ネタボーイ&ワードセンスボーイ
～最強ネタと最深ワードセンス企画の90分～

21:00～ ※指定席  ※指定席  

20：45 21：00 ¥1200 ¥1500 ¥1200配

※指定席  きたみなの「漫才を作る会」きたみなの「漫才を作る会」

※指定席  

※指定席  

※指定席  

※第一部・第二部・第三部通し券 4000円（先行販売のみ）
※投票は劇場にお越しのお客様のみとなります。オンライン視聴のお客様は投票はできません。

10：50 11：10 ¥1500 ¥1800 ¥1500配

14：10 14：30 ¥1500 ¥1800 ¥1500配

17：30 17：50 ¥1500 ¥1800 ¥1500配

20：45 21：00 ¥1500 ¥1800 ¥1200配

配信あり

配信あり

配信あり

モトナリモトナリ

20：15 20：30 ¥1500 ¥1800 ¥1200配
60分
配信あり

※指定席  

配信あり
90分

配信あり

配信あり

60分

シゲカズです
Dr.ハインリッヒ、ツートライブ、令和喜多みな実、ロングコートダディ
ニッポンの社長、滝音、コウテイ、カベポスター、ダブルヒガシ

ヒューマン中村、Dr.ハインリッヒ
カベポスター、kento fukaya

コウテイ、うただ

21:00～

17:45～

イチオク、翠星チークダンス、たくろう、キングブルブリン
フースーヤ、どんちっち、ファンファーレと熱狂、七面綺蘭

60分
配信あり

※指定席  ※指定席  

19:15～
60分

※指定席  アーク・ゾイル

MC コウテイ

19：00 19：15 ¥1200 ¥1500

もも、フミ、cacao、ハイツ友の会

19:15～
60分
配信あり

配信あり

※指定席  「タイトル未定」
～新生ユニットライブ
もも・フミ・cacao・ハイツ友の会～

19：00 19：15 ¥1200 ¥1500 ¥1200配

60分
配信あり

20：45 21：00 ¥1200 ¥1500 ¥1200配

ロングコートダディ 堂前
ビスケットブラザーズ きん、豪快キャプテン 山下ギャンブルゴリラ

ダブルヒガシ 大東、イチオク けんしろを、三遊間 櫻井
ねこ屋敷 山﨑、ハイツ友の会 清水

シカゴ実業
ロングコートダディ、ニッポンの社長、マユリカ、ビスケットブラザーズ

なにわスワンキーズ、20世紀、隣人、滝音、カベポスター
kento fukaya、ガオ～ちゃん

20:00～

17:00～

丸亀じゃんご、たくろう、生ファラオ、キングブルブリン
天才ピアニスト、うただ、cacao、キャツミ

60分
配信あり

※指定席  ※指定席  

18:30～
60分
配信あり

※指定席  おしり大喜利 19:00～ ※指定席  あじどの2

濁

MC kento fukaya

18：15 18：30 ¥1200 ¥1500 ¥1200配 18：45 19：00 ¥1200 ¥1500 ¥1200配

120分
配信あり

19：45 20：00 ¥2000 ¥2300 ¥2000配

17:15～

カベポスター、豪快キャプテン、翠星チークダンス
フミ、ぎょうぶ、鉄人小町、ねこ屋敷、タイムキーパー

60分
配信あり

19:00～
60分

※指定席  惰理亜・楽房『仁』

MC ラニーノーズ

18：45 19：00 ¥2000 ¥2300

配信あり
90分

Do you know MANZAI !?20:30～ ※指定席  ※指定席  

20：15 20：30 ¥1800 ¥2000 ¥1800配

C2P2
ニッポンの社長、滝音

なにわスワンキーズ 仲西、丸亀じゃんご

天才ピアニスト
しゅんしゅんクリニックP、ザ・プラン9 爆ノ介  
滝音 秋定、ダブルヒガシ 大東、kento fukaya

21:00～

17:15～

豪快キャプテン、ドーナツ・ピーナツ、ゴエモン
タチマチ、爛々、かいじゅうの王様、cacao、キャツミ

60分
配信あり

※指定席  ※指定席  

19:00～
90分
配信あり

※指定席  入り明け休み
～春の新人教育月間～

MC マユリカ

18：45 19：00 ¥1500 ¥1800 ¥1500配

60分
配信あり

20：45 21：00 ¥1200 ¥1500 ¥1200配

あたしらボウル

見取り図、すゑひろがりず、インディアンス、ロングコートダディ
ニッポンの社長、コウテイ、もも、濱田祐太郎、Dr.ハインリッヒ、黒帯、20世紀

SA お絵かき芸人     〈吉本極新喜劇〉

シャンプーハット、銀シャリ、インディアンス、アキナ、コウテイ
濱田祐太郎、Dr.ハインリッヒ、黒帯、20世紀

SA お絵かき芸人     〈吉本極新喜劇〉

シャンプーハット、銀シャリ、インディアンス、アキナ、コウテイ
濱田祐太郎、ダブルアート、黒帯、20世紀

SA お絵かき芸人     〈ゲームコーナー〉

※指定席  ※指定席  10:00～
110分

※指定席  ※指定席  12:40～
110分

※指定席  ※指定席  15:20～
110分

17：40 18：00 ¥1500 ¥1800 ¥1500配

ジソンシンMC
 「Kakeru翔LIVE」出演中のメンバー（芸歴9年目以下）全員

240分
18:00～

※投票は劇場にお越しのお客様のみとなります。オンライン視聴のお客様は投票はできません。

※指定席  

配信あり

令和喜多みな実

※指定席  

※指定席  

10:00～

12:40～

15:20～

18:00～

19:30～

21:00～

110分

110分

110分

※指定席  

※指定席  

60分

※指定席  

配信あり
60分

17：45 18：00 ¥1500 ¥1800

19：15 19：30 ¥1200 ¥1500 ¥1200配

20：45 21：00 ¥1500 ¥1800 ¥1200配

フースーヤ単独ライブ
「ポテチ四天王のおうちデート」
フースーヤ単独ライブ
「ポテチ四天王のおうちデート」

ツートライブ・ミキの逆襲漫才！ツートライブ・ミキの逆襲漫才！

さや香単独ライブ
「令和四年、四月のさや香」
さや香単独ライブ
「令和四年、四月のさや香」

フースーヤ

霜降り明星、インディアンス、ミキ、ロングコートダディ、もも
祇園、さや香、コウテイ、マユリカ、隣人、ヒューマン中村

霜降り明星、インディアンス、ミキ、ロングコートダディ、もも
祇園、さや香、コウテイ、マユリカ、隣人、ヒューマン中村

インディアンス、ミキ、あべこうじ、ロングコートダディ、もも
祇園、さや香、コウテイ、濱田祐太郎、マユリカ、茜250cc

モノマネ芸人  　〈吉本極新喜劇〉SA

モノマネ芸人  　〈吉本極新喜劇〉SA

モノマネ芸人  　〈ゲームコーナー〉SA

※指定席  

和牛、ミルクボーイ、見取り図、ななまがり、吉田たち、令和喜多みな実
ニッポンの社長、からし蓮根、ラニーノーズ、滝音、イノシカチョウ

和牛、ミルクボーイ、見取り図、ななまがり、吉田たち、令和喜多みな実
ニッポンの社長、からし蓮根、ラニーノーズ、滝音、イノシカチョウ

※指定席  

※指定席  

21:00～

12:40～

10:00～

※指定席  

和牛、ミルクボーイ、見取り図、ななまがり、吉田たち、令和喜多みな実
ニッポンの社長、からし蓮根、ラニーノーズ、滝音、紅しょうが

楽器芸人　　〈吉本極新喜劇〉SA

楽器芸人　　〈吉本極新喜劇〉SA

楽器芸人　　〈ゲームコーナー〉SA

※指定席  15:20～
110分

110分

110分

ダブルアートの新ネタライブダブルアートの新ネタライブ
60分

※指定席  18:30～
100分

久馬歩責任編集 月刊コント4月号久馬歩責任編集 月刊コント4月号
ザ・プラン９

ななまがり、ミルクボーイ、ビスケットブラザーズ、マユリカ
紅しょうが、ハイツ友の会、白桃ピーチよぴぴ

18：15 18：30 ¥2500 ¥3000 ¥2000配

20：45 21：00 ¥1500 ¥1800 ¥1200配

配信あり

配信あり

20：45 21：00 ¥1200 ¥1500 ¥1200配

18：45 19：00 ¥2000 ¥2300 ¥2000配

90分
配信あり

※指定席  

cacao

17:15～
60分
配信あり

オーサカクレオパトラ、ドーナツ・ピーナツ、バッテリィズ、チェリー大作戦
キングブルブリン、スキンケア大学、ぎょうぶ、タイムキーパー

MC ロングコートダディ

21:00～

19:00～

60分

※指定席  

ロングコートダディ堂前企画
「ネコちゃん軍団vs言うとしたら僕軍団」

cacao単独ライブ
「すてきな3にんぐみ」

MC スーズ 高見 【ネコちゃん軍団】
ロングコートダディ、ツートライブ、ニッポンの社長

【言うとしたら僕軍団】
真空ジェシカ（人力舎）、もも、フースーヤ

さや香

ミキ、ツートライブ コウテイ、侍スライスG

配信あり
60分

※指定席  

※指定席  

10:00～

12:40～

15:20～

18:00～

19:30～

21:00～

110分

110分

110分

※指定席  

※指定席  

配信あり
60分

※指定席  

配信あり
60分

17：45 18：00 ¥2000 ¥2500 ¥1500配

19：15 19：30 ¥1500 ¥1800 ¥1500配

20：45 21：00 ¥1500 ¥1800 ¥1200配

祇園単独ライブ
「ぎおんまつり＋～Thanksgiving14～」
祇園単独ライブ
「ぎおんまつり＋～Thanksgiving14～」

シシガシラ×ダイヤモンド×黒帯×チェリー大作戦ライブ
「漫才至上主義」
シシガシラ×ダイヤモンド×黒帯×チェリー大作戦ライブ
「漫才至上主義」

エンペラー単独ライブ「カランピリー」エンペラー単独ライブ「カランピリー」

祇園

アインシュタイン、霜降り明星、ダイヤモンド、ロングコートダディ、もも、さや香
コウテイ、ラニーノーズ、ヘンダーソン、パーティーパーティー、紅しょうが

アインシュタイン、霜降り明星、ダイヤモンド、ロングコートダディ、もも、さや香
コウテイ、ラニーノーズ、ヘンダーソン、パーティーパーティー、紅しょうが

かまいたち、アインシュタイン、オズワルド、ダイヤモンド、ロングコートダディ、もも
さや香、コウテイ、ラニーノーズ、シカゴ実業、なにわスワンキーズ、イノシカチョウ

お絵かき芸人  　〈吉本極新喜劇〉SA

お絵かき芸人  　〈吉本極新喜劇〉SA

お絵かき芸人  　〈ゲームコーナー〉SA

※指定席  

シシガシラ、ダイヤモンド、黒帯、チェリー大作戦

エンペラー 配信あり
60分

※指定席  

※指定席  

10:00～

12:40～

15:20～

18:00～

19:30～

21:00～

110分

110分

110分

※指定席  

※指定席  

60分

※指定席  

60分

17：45 18：00 ¥1500 ¥1800

19：15 19：30 ¥2000 ¥2300

20：45 21：00 ¥1500 ¥1800

惰理亜・楽房『賛』惰理亜・楽房『賛』

「火の国PITBULL」からし蓮根単独ライブ「火の国PITBULL」

ネイビーズアフロ単独ライブ
「いとをかし2022～卯月～」
ネイビーズアフロ単独ライブ
「いとをかし2022～卯月～」

コウテイ

マヂカルラブリー、銀シャリ、アインシュタイン、祇園、吉田たち、令和喜多みな実
ニッポンの社長、ネイビーズアフロ、マイスイートメモリーズ、ビスケットブラザーズ、kento fukaya

マヂカルラブリー、銀シャリ、アインシュタイン、祇園、吉田たち、令和喜多みな実
ニッポンの社長、ネイビーズアフロ、マイスイートメモリーズ、ビスケットブラザーズ、kento fukaya

マヂカルラブリー、アインシュタイン、見取り図、祇園、吉田たち、令和喜多みな実
ニッポンの社長、ネイビーズアフロ、マイスイートメモリーズ、ビスケットブラザーズ、今井らいぱち

けん玉芸人  　〈吉本極新喜劇〉SA

けん玉芸人  　〈吉本極新喜劇〉SA

けん玉芸人  　〈ゲームコーナー〉SA

※指定席  

からし蓮根

ネイビーズアフロ

コウテイ

吉田たち、マユリカ、からし蓮根、丸亀じゃんご

17:15～

カベポスター、放課後ボーイズ、スキンケア大学
フミ、うただ、爛々、三遊間、真輝志

60分
配信あり

19:00～ ※指定席  漫才漫才×コントコント
×囲碁将棋

MC ニッポンの社長

G 囲碁将棋
18：45 19：00 ¥1800 ¥2000 ¥1800配

配信あり
60分

深本リカ21:00～ ※指定席  ※指定席  

20：45 21：00 ¥1200 ¥1500 ¥1200配

マイスイートメモリーズ、黒帯、イノシカチョウ、金属バット

ニッポンの社長、マユリカ、kento fukaya

17:15～

豪快キャプテン、ダブルヒガシ、戦士、チェリー大作戦
ゴエモン、タチマチ、どんちっち、ハイツ友の会

60分
配信あり

19:00～ ※指定席  もちもち王国

MC 祇園

G コロコロチキチキペッパーズ
18：45 19：00 ¥1500 ¥1800 ¥1500配

配信あり
60分

ジュリエッタコント単独ライブ
「天使を呼んであげましょう」

21:00～ ※指定席  ※指定席  

20：45 21：00 ¥1500 ¥1800 ¥1200配

ニゲルベ、ビスケットブラザーズ
マユリカ、滝音、紅しょうが、今井らいぱち
kento fukaya、酎介、堀川絵美

ジュリエッタゲストマユリカ ゲストMC kento fukaya

conchichiconchichi

※指定席  13:30～

ヘンダーソン、吉田たち、ツートライブ、セルライトスパ、マイスイートメモリーズ
マルセイユ、ネイビーズアフロ、マユリカ、20世紀、もも、ラニーノーズ、フミ、kento fukaya

イチオク、豪快キャプテン、たくろう、フースーヤ
爛々、cacao、ファンファーレと熱狂、真輝志

祇園のマンゲキワクワクライブ祇園のマンゲキワクワクライブ

※指定席  

※指定席  

祇園
ダブルヒガシ、ドーナツ・ピーナツ、丸亀じゃんご、タチマチ

21:00～

16:30～

20：45 21：00 ¥1500 ¥1800 ¥1500配

Dr.ハインリッヒ、パーフェクト・ダブル・シュレッダー、滝音、もも
19：15 19：30 ¥1500 ¥1800 ¥1500配

17：45 18：00 ¥2000 ¥2300

※指定席  19:30～

コウテイ

アキナ、ナイチンゲールダンスG

タイムキーパーMC

※指定席  18:00～

配信あり

配信あり

配信あり

60分

60分

60分

120分

60分

漫才総本家漫才総本家

惰理亜・楽房『違知』惰理亜・楽房『違知』

※指定席  13:30～

ジュリエッタ、タナからイケダ、ラフ次元、デルマパンゲ、ダブルアート、令和喜多みな実、ロングコートダディ
パーティーパーティー、ニッポンの社長、イノシカチョウ、からし蓮根、ハイツ友の会、濱田祐太郎

カベポスター、丸亀じゃんご、ゴエモン、天才ピアニスト
うただ、初夢コスモ、三遊間、マーメイド

ビスケットブラザーズの親バカライブビスケットブラザーズの親バカライブ

※指定席  

※指定席  

ビスケットブラザーズ
ニッポンの社長、滝音、隣人、丸亀じゃんご、真輝志

21:00～

16:30～

20：45 21：00 ¥1200 ¥1500 ¥1200配

吉田たち
アキナ、カベポスター

19：15 19：30 ¥1500 ¥1800 ¥1500配

※指定席  19:30～

さや香、コウテイ、ダブルヒガシ

スーパーマラドーナG

滝音MC

※指定席  18:00～

配信あり

配信あり

配信あり

配信あり

60分

60分

60分

120分

60分

吉田たちの寄席吉田たちの寄席

NEO OSAKANEO OSAKA

17：45 18：00 ¥1200 ¥1500 ¥1200配

配信あり

17:45～

イチオク、ダブルヒガシ、プードル、放課後ボーイズ
スキンケア大学、タチマチ、ハイツ友の会、マーメイド

60分
配信あり

19:15～
60分
配信あり

※指定席  レンタル木﨑2
～木﨑を使って笑いを取ってみませんか？～

MC 黒帯

19：00 19：15 ¥1200 ¥1500 ¥1200配

配信あり
60分

動～UGOKI～21:00～ ※指定席  ※指定席  

20：45 21：00 ¥1200 ¥1500 ¥1200配

祇園 木﨑
ヘンダーソン 中村フー、セルライトスパ 大須賀
ポートワシントン 笠谷、kento fukaya  他

さや香 石井、今井らいぱち
アインシュタイン 稲田、ツートライブ たかのり

フースーヤ 田中ショータイム、BPM128 大村ジーニアス

MC 令和喜多みな実 河野

17:15～

豪快キャプテン、ドーナツ・ピーナツ、丸亀じゃんご
たくろう、フミ、爛々、かいじゅうの王様、ハイツ友の会

60分
配信あり

19:00～
60分
配信あり

※指定席  うただ単独ライブ
「生煮える人々」 

MC からし蓮根

18：45 19：00 ¥1200 ¥1500 ¥1200配

20：15 20：30 ¥1500 ¥1800 ¥1500配

うただ

ダブルアート ななまがり、ビスケットブラザーズG

イチオク、ダブルヒガシ、チェリー大作戦、生ファラオ
スキンケア大学、　フースーヤ、どんちっち、ハイツ友の会

MC 天才ピアニスト

ロングコートダディ、ニッポンの社長、コウテイ
カベポスター、金属バット、白桃ピーチよぴぴ

MC 令和喜多みな実 河野シゲカズです G 蛙亭

Dr.ハインリッヒ 幸、シカゴ実業 山本プロ野球、 ニッポンの社長 辻
マユリカ 阪本、カベポスター 永見、ヒューマン中村、金属バット 友保

MC からし蓮根 青空ロングコートダディ 堂前

17:15～
60分

配信あり
60分

大喜利未確認生物21:00～ ※指定席  ※指定席  

20：45 21：00 ¥1200 ¥1500 ¥1200配

ダブルアート
セルライトスパ、ロングコートダディ、ニッポンの社長

ビスケットブラザーズ、さや香、コウテイ
ラニーノーズ、三遊間、キャツミ

滝音、カベポスター、真輝志

21:00～

17:45～

カベポスター、カンフーカンフー、たくろう、天才ピアニスト
うただ、鉄人小町、cacao、マーメイド

60分
配信あり

※指定席  ※指定席  

19:15～
60分
配信あり

※指定席  NOPPO

MC さや香

19：00 19：15 ¥1200 ¥1500 ¥1200配

19:00～
90分
配信あり

※指定席  マイネタバトル

18：45 19：00 ¥1800 ¥2000 ¥1500配

60分
配信あり

20：45 21：00 ¥1500 ¥1800 ¥1200配

新ネタライブ!!
ハイキック寄席!!

ドーナツ・ピーナツ、プードル、丸亀じゃんご
翠星チークダンス、フミ、ねこ屋敷、三遊間、タイムキーパー

MC ネイビーズアフロ

カベポスター

17:45～
60分

配信あり
60分

カベポスター単独ライブ
「目覚ましい起床ぶり」

21:00～ ※指定席  ※指定席  

20：45 21：00 ¥1500 ¥1800 ¥1500配

19:15～
60分
配信あり

※指定席  天才ピアニスト単独ライブ
「おしゃれしゃれしゃれ【4月号】」

19：00 19：15 ¥1200 ¥1500 ¥1200配

配信あり
90分

配信あり
90分

60分

G スナフキンズ
天才ピアニスト

15:20～

18:00～

19:30～

21:00～

110分

110分

110分

※指定席  

※指定席  

配信あり
60分

※指定席  

配信あり
60分

17：45 18：00 ¥1200 ¥1500 ¥1200配

19：15 19：30 ¥1200 ¥1500 ¥1200配

20：45 21：00 ¥1200 ¥1500 ¥1200配

｢扉を叩く」チェリー大作戦単独ライブ｢扉を叩く」

ZUMA漫才劇場初単独ライブ
｢ZUMA BEST TRANCE RAVE vol.1」
ZUMA漫才劇場初単独ライブ
｢ZUMA BEST TRANCE RAVE vol.1」

チェリー大作戦

アインシュタイン、ミルクボーイ、見取り図、ロングコートダディ、もも
吉田たち、デルマパンゲ、ツートライブ、エンペラー、カベポスター

和牛、見取り図、オズワルド、ロングコートダディ、もも
吉田たち、デルマパンゲ、ツートライブ、エンペラー、カベポスター

アインシュタイン、ミルクボーイ、見取り図、ロングコートダディ
もも、吉田たち、ジュリエッタ、エンペラー、隣人、たくろう

ギャグ芸人  　〈吉本極新喜劇〉SA

ギャグ芸人  　〈吉本極新喜劇〉SA

ギャグ芸人  　〈ゲームコーナー〉SA

※指定席  

タイムキーパー

ZUMA 配信あり
60分

18:00～

19:30～

21:00～

110分

110分

110分

※指定席  

配信あり
60分

※指定席  

配信あり
60分

17：45 18：00 ¥1200 ¥1500 ¥1200配

19：15 19：30 ¥1200 ¥1500 ¥1200配

20：45 21：00 ¥1200 ¥1500 ¥1200配

キングブルブリン単独ライブ「ゼロノメ島」キングブルブリン単独ライブ「ゼロノメ島」

センリーズ単独ライブ「二期百笑」センリーズ単独ライブ「二期百笑」

キングブルブリン

アインシュタイン、和牛、見取り図、ニューヨーク、令和喜多みな実
ニッポンの社長、さや香、ラフ次元、セルライトスパ、フースーヤ

アインシュタイン、和牛、オズワルド、令和喜多みな実
ニッポンの社長、さや香、ラフ次元、セルライトスパ、フースーヤ

アインシュタイン、和牛、見取り図、令和喜多みな実、ニッポンの社長
さや香、ヘンダーソン、ダブルアート、マルセイユ、天才ピアニスト

モノマネ芸人  　〈ゲームコーナー〉SA

モノマネ芸人  　〈ゲームコーナー〉SA

モノマネ芸人  　〈ゲームコーナー〉SA

※指定席  

爛々

センリーズ 配信あり
60分

配信あり 配信あり

令和喜多みな実 河野の10時間ライブ

11:00～
90分
配信あり

※指定席  【第一部】 ゲームコーナーFES’22 前半戦

10：45 11：00 ¥1800 ¥2000

13:30～
60分
配信あり

※指定席  【第二部】 動～UGOKI～

13：15 13：30 ¥1200 ¥1500

令和喜多みな実 河野
さや香 石井、今井らいぱち

ビスケットブラザーズ 原田、コウテイ 下田、kento fukaya、藤崎マーケット トキ、守谷日和  　　　 

15:30～
60分
配信あり

※指定席  【第三部】 マンゲキ大喜利強化合宿

15：15 15：30 ¥1200 ¥1500

17:30～
60分
配信あり

※指定席  【第四部】 ハチャメチャスキカッテボケボケーズ

17：15 17：30 ¥1200 ¥1500

19:30～
90分
配信あり

※指定席  【第五部】 ゲームコーナーFES’22 後半戦

19：15 19：30 ¥1800 ¥2000

第一部～第五部 通し券 5000円（先行販売のみ）
第一部～第五部 通しオンラインチケット 3000円

令和喜多みな実 河野
マユリカ、ビスケットブラザーズ、コウテイ、エルフ、kento fukaya、守谷日和　 

令和喜多みな実 河野
ツートライブ、ロングコートダディ、マユリカ、カベポスター、スマイル

令和喜多みな実 河野
フースーヤ、ツートライブ 周平魂、コウテイ 九条ジョー、エルフ 荒川
スマイル ウーイェイよしたか、コロコロチキチキペッパーズ ナダル

令和喜多みな実 河野
令和喜多みな実 野村、ミルクボーイ、ロングコートダディ、ニッポンの社長

藤崎マーケット トキ、コロコロチキチキペッパーズ、オズワルド

休 館 休 館
Dr.ハインリッヒ、ジュリエッタ、祇園、ラフ次元、ジソンシン

ヘンダーソン、ダブルアート、ツートライブ、マイスイートメモリーズ
ロングコートダディ、パーティーパーティー、ニッポンの社長、隣人
イノシカチョウ、20世紀、ラニーノーズ、天才ピアニスト
フースーヤ、cacao、今井らいぱち、kento fukaya

MC マルセイユ 90分
20:30～

配信あり

※指定席  

※指定席  

10:00～

12:40～

15:20～ ※指定席  

※指定席  

※指定席  

10:00～

12:40～

タイムキーパー単独ライブ
「タイムリミットが迫るキーパー」
タイムキーパー単独ライブ
「タイムリミットが迫るキーパー」

爛々単独ライブ「我々」爛々単独ライブ「我々」

公式HPは
こちら

公式HPは
こちら

※大阪チャンネル・GAORAで放送の番組収録があります。
※未就学児は入場不可となります。

詳しくは番組ホームページをご覧下さい。詳しくは番組ホームページをご覧下さい。

MC ロングコートダディ、ニッポンの社長  他

MC ロングコートダディ、ニッポンの社長  他

※指定席  

19：30 20：00 ¥1500 ¥1800

17：00 17：30 ¥1500 ¥1800

90分

90分


