
6月の開催は、2～6、10～12、15、17～26、28、30  合計21日間となります。6月の開催は、2～6、10～12、15、17～26、28、30  合計21日間となります。

森ノ宮よしもと漫才劇場公式Twitter
@morinomiya_mngk

森ノ宮よしもと漫才劇場公式Instagram
morinomiya_mngk

※翌々日お昼12時まで購入可能
※開演から48時間の見逃し視聴サービスあり

http://ticket.yoshimoto.co.jp/
※開演２時間前まで販売。

2022年6月公演 FANYチケットにて発売中！

MC G

6月
公演スケジュール
2022年

クールジャパンパーク大阪SSホールをお借りして、大阪・なんばの
「よしもと漫才劇場」所属メンバーが出演するイベントを定期的に開催します！
ゲストを呼んでの企画イベントやネタライブなど、楽しめる公演が目白押し！
大阪・なんばの「よしもと漫才劇場」と連携して、大阪城の近くにある約300席で行われる
劇場から、様々なライブを通じて新たな関西若手芸人の才能を発信していきます！

…OPEN …START …前売り …当日 …配信 …司会 …ゲスト

アクセスアクセス
大阪市中央区大阪城3番6号
クールジャパンパーク大阪
SSホール

最寄り駅より

●JR環状線 森ノ宮駅
　・・・徒歩6分

●地下鉄中央線・長堀鶴見緑地線
　森ノ宮駅
　・・・徒歩4分

●JR環状線 大阪城公園駅
　・・・徒歩7分

お店で買うなら

【お問い合わせ】 0570-550-100 (10:00～19:00)

＜プレミアム会員先行＞
先行受付：4/25（月）11:00～
＜ID会員先行＞
先行受付：4/26（火）11:00～
一般発売：5/1（日）10:00～

オンライン発売日
一般発売：5/11（水）10:00～

主催：吉本興業株式会社

公式ホームページ
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長尺漫才長尺漫才 芸人図鑑 File No,03芸人図鑑 File No,03
20:00～18:25～

18：10 18：25
¥1800 ¥1200配¥1500 配信あり

※指定席60分 19：45 20：00
¥1500 ¥1200配¥1200 配信あり

※指定席60分

●客席は前列2列目以降の使用とさせていただきます。
　※出演者との距離を確保するため、1列目の販売は行いません。立ち見の販売はございません。
●今後の感染状況により、収容人数の規制など、ガイドラインに沿って変更が出る可能性がございます。
●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森ノ宮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。

当社は反社会的勢力排除に
全力で取り組みます。

 「反社会的勢力
排除宣言」ダブルアート

ツートライブ
令和喜多みな実

18:00～ 11:00～20:00～

「極める苦楽地vol.6」「極める苦楽地vol.6」

¥1500¥1200
17：45 18：00

¥1200配 配信あり
※指定席
60分

¥1800¥1500
19：45 20：00

¥1200配 配信あり
※指定席
60分

30期３組でやるライブ30期３組でやるライブ

四人球四人球 20世紀寄席in森ノ宮、
きみにきめた！

20世紀寄席in森ノ宮、
きみにきめた！

20:00～18:25～

18：10 18：25
¥1800 ¥1200配¥1500 配信あり

※指定席60分 19：45 20：00
¥1５00 ¥1200配¥1２00 配信あり

※指定席60分

サツマカワRPG、Yes!アキト
どんぐりたけし（怪奇!YesどんぐりRPG）
G

今井らいぱち、kento fukaya
田津原理音、キャツミ

平場筋トレーニングジム平場筋トレーニングジム
シゲカズです企画公演シゲカズです企画公演
熊プロVS全員

20:00～18:25～

18：10 18：25
¥1500 ¥1200配¥1200 配信あり

※指定席60分 19：45 20：00
¥1500 ¥1200配¥1200 配信あり

※指定席60分

田津原理音、令和喜多みなみ 河野
ツートライブ 周平魂、ロングコートダディ 兎、もも まもる。
バッテリィズ 角、チェリー大作戦 鎌田キテレツ

爛々 大国、ときヲりぴーと ときヲ

シゲカズです、令和喜多みな実河野
ロングコートダディ、マユリカ、紅しょうが、コウテイ下田
kento fukaya、ビスケットブラザーズきん、フースーヤ
ダブルヒガシ、ニゲルベつーこ、スナフキンズ松永、カベポスター

コントの森コントの森
20:00～18:25～

18：10 18：25
¥1800 ¥1500配¥1500 配信あり

※指定席60分 19：45 20：00
¥1500 ¥1200配¥1200 配信あり

※指定席60分

フースーヤ 谷口、ネイビーズアフロ はじり
華山 やすい、マユリカ 中谷

ビスケットブラザーズ 原田、カベポスター 浜田
ラニーノーズ 洲崎

棒銀ライブ棒銀ライブ
イノシカチョウ、滝音、令和喜多みな実

ダブルアート、デルマパンゲ

ポートワシントン伊藤ポートワシントン伊藤
ポートワシントン
ダブルアート 真べぇ
kento fukaya

ダブルヒガシ 東  他

20:00～18:25～

18：10 18：25
¥1500 ¥1200配¥1200 配信あり

※指定席60分 19：45 20：00
¥1500 ¥1200配¥1200 配信あり

※指定席60分

◯◯なコント
～テーマシバリコントライブ～
◯◯なコント

～テーマシバリコントライブ～

20:00～18:25～

18：10 18：25
¥1800 ¥1200配¥1500 配信あり

※指定席60分 19：45 20：00
¥1500 ¥1200配¥1200 配信あり

※指定席60分

～Kakeru Division～
ワードウルフ王座決定戦

～Kakeru Division～

黒帯会議黒帯会議
令和喜多みな実 河野MC

ヒューマン中村、令和喜多みな実野村教官

ジュリエッタ井尻、デルマパンゲ広木
ツートライブたかのり、ロングコートダディ兎

マユリカ中谷、からし蓮根伊織、カベポスター浜田

20:00～18:25～

18：10 18：25
¥1800 ¥1500配¥1500 配信あり

※指定席60分 19：45 20：00
¥1500 ¥1200配¥1200 配信あり

※指定席60分

ジュリエッタ、ニゲルベ、ニッポンの社長
ビスケットブラザーズ、スナフキンズ

黒帯
カベポスター

ストレッチーズ（太田プロ）

マンゲキ大喜利強化合宿マンゲキ大喜利強化合宿

ネタもコーナーも
同期いないLIVE
ネタもコーナーも
同期いないLIVE オオサカ大作戦＃13オオサカ大作戦＃13

20:00～18:25～

18：10 18：25
¥1500 ¥1200配¥1200 配信あり

※指定席60分 19：45 20：00
¥1500 ¥1200配¥1200 配信あり

※指定席60分

ニゲルべ、ヒューマン中村
マイスイートメモリーズ
チェリー大作戦、タチマチ

チェリー大作戦
カベポスター、爛々、ハイツ友の会

さや香、Dr.ハインリッヒ
なにわスワンキーズ、マユリカ

11:00～20:00～

¥1500¥1200
19：45 20：00

¥1200配 配信あり
※指定席
60分

ツートライブとライブ
～ヤングでトゥデイなニュアンス～
ツートライブとライブ
～ヤングでトゥデイなニュアンス～

ツートライブ

18:00～ 11:00～20:00～
コーナーライブ

「翔けろ!ヒューマン中村アワー」
コーナーライブ

「翔けろ!ヒューマン中村アワー」

¥1500¥1200
17：45 18：00

¥1200配 配信あり
※指定席
60分

¥1800¥1500
19：45 20：00

¥1200配 配信あり
※指定席
60分

お笑いライブ
おもちゃ箱のブルース

お笑いライブ
おもちゃ箱のブルース
ダブルアート、マイスイートメモリーズ
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、マユリカ

今井らいぱち

華山、隣人

18:00～ 11:00～20:00～

ウルトラ華山VSメカ隣人ウルトラ華山VSメカ隣人

¥1800¥1500
17：45 18：00

¥1200配 配信あり
※指定席
60分

¥1800¥1500
19：45 20：00

¥1200配 配信あり
※指定席
60分

GIONトークvol.93GIONトークvol.93

茜250cc、ZUMA
侍スライス、牛ぺぺ

キングブルブリン
タチマチ

ときヲりぴーと

18:00～ 11:00～20:00～虎穴
～KOKETSU～

虎穴
～KOKETSU～

¥1500¥1200
17：45 18：00

¥1200配 配信あり
※指定席
60分

¥1500¥1200
19：45 20：00

¥1200配 配信あり
※指定席
60分

キメゴト＋ vol.16キメゴト＋ vol.16

17:45～ 11:00～20:00～

¥1500¥1200
17：30 17：45

¥1200配 配信あり
※指定席
90分

¥1500¥1200
19：45 20：00

¥1200配 配信あり
※指定席
60分

茜250ccの
漫才フレンズ２
茜250ccの
漫才フレンズ２

18:00～ 11:00～20:00～
仮）ビスケットブラザーズとラランド
ユニットコントライブ

仮）ビスケットブラザーズとラランド
ユニットコントライブ

¥2800¥2500
17：45 18：00

¥1200配 配信あり
※指定席
60分

¥1500¥1200
19：45 20：00

¥1200配 配信あり
※指定席
60分

トークライブ
黒帯と野村さん
トークライブ

黒帯と野村さん
ビスケットブラザーズ
ラランド（レモンジャム）

祇園

黒帯、令和喜多みな実 野村

ブラックマヨネーズ 小杉
ゲストあり

ラフ次元 梅村MC
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、滝音

かが屋（マセキ芸能社）G

Kakeruのじかん

おいでやすこがG

11:00～ 13:30～ 16:00～

¥2800¥2500
10：45 11：00

※指定席
90分

¥2800¥2500
13：15 13：30

※指定席
90分 ¥1800¥1500

15：45 16：00

¥1500配 配信あり
※指定席
60分

祇園、おたまじゃくし
センリーズ、茜250cc、コウテイ
濱田祐太郎、真輝志

祇園、ももG

アインシュタイン、トット
ネイビーズアフロ、ヒューマン中村
Dr.ハインリッヒ、ツートライブ

ロングコートダディ、マユリカ、滝音、もも

青空、ロングコートダディ
パーティーパーティー、ネイビーズアフロ

隣人、ZUMA、ハイツ友の会

未定G

11:00～ 13:30～ 15:45～

笑い飯、スーパーマラドーナ
トット、ミルクボーイ

ニッポンの社長、さや香、コウテイ
マイスイートメモリーズ、黒帯
なにわスワンキーズ、紅しょうが

笑い飯、スーパーマラドーナ
トット、ミルクボーイ

ニッポンの社長、さや香、コウテイ
マイスイートメモリーズ、黒帯
なにわスワンキーズ、紅しょうが

¥2800¥2500
10：45 11：00

※指定席
90分

¥2800¥2500
13：15 13：30

※指定席
90分 ¥1800¥1500

15：30 15：45

¥1500配 配信あり
※指定席
60分

ヘッドライト、ミルクボーイ
ヘンダーソン、さや香、スナフキンズ
三遊間、今井らいぱち

シゲカズです、フースーヤ、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

令和喜多みな実 河野MC

11:00～ 13:30～ 16:00～

スーパーマラドーナ、アキナ
オズワルド、ニッポンの社長
ビスケットブラザース、さや香

隣人、ロングコートダディ、マユリカ
イノシカチョウ、kento fukaya

スーパーマラドーナ、アキナ
オズワルド、ニッポンの社長
ビスケットブラザース、さや香

隣人、ロングコートダディ、マユリカ
イノシカチョウ、kento fukaya

¥2800¥2500
10：45 11：00

※指定席
90分

¥2800¥2500
13：15 13：30

※指定席
90分 ¥1800¥1500

15：45 16：00

¥1500配 配信あり
※指定席
60分

Dr.ハインリッヒ、ツートライブ
ニッポンの社長、マユリカ、20世紀
ドーナツ・ピーナツ、シゲカズです

見取り図G

とろサーモン
コロコロチキチキペッパーズ
見取り図、祇園、コウテイ
カベポスター、濱田祐太郎
シカゴ実業、ニゲルベ
ポートワシントン、もも

とろサーモン
コロコロチキチキペッパーズ
祇園、コウテイ、カベポスター
濱田祐太郎、シカゴ実業

ニゲルベ、ポートワシントン、もも

11:00～ 13:30～ 16:00～

ニューヨーク、インディアンス
ミキ、祇園、ラフ次元

ネイビーズアフロ、からし蓮根
タイムキーパー

セルライトスパ、田津原理音

ニューヨーク、インディアンス
ミキ、祇園、ラフ次元

ネイビーズアフロ、からし蓮根
タイムキーパー

セルライトスパ、田津原理音

¥2800¥2500
10：45 11：00

※指定席
90分

¥2800¥2500
13：15 13：30

※指定席
90分 ¥1800¥1500

15：45 16：00

¥1500配 配信あり
※指定席
60分

ニューヨークG
青空、シカゴ実業

ネイビーズアフロ、イノシカチョウ
からし蓮根、フミ、ヒューマン中村

オズワルドG
ヘッドライト、吉田たち
ニゲルベ、隣人

天才ピアニスト、シゲカズです

令和喜多みな実 河野MC
高学歴芸人：ラフ次元梅村、ネイビーズアフロみながわ

真輝志
おバカ芸人：ヘンダーソン中村フー、ロングコートダディ兎

からし蓮根伊織、ダブルヒガシ東、爛々萌々

11:00～ 13:30～ 16:00～

インディアンス、ミキ
吉田たち、令和喜多みな実
華山、ジュリエッタ
マルセイユ、20世紀

インディアンス、ミキ
吉田たち、令和喜多みな実
華山、ジュリエッタ
マルセイユ、20世紀

¥2800¥2500
10：45 11：00

※指定席
90分

¥2800¥2500
13：15 13：30

※指定席
90分 ¥1800¥1500

15：45 16：00

¥1500配 配信あり
※指定席
60分

11:00～ 13:30～ 15:45～

銀シャリ、すゑひろがりず
ゆにばーす、ミルクボーイ
吉田たち、からし蓮根

濱田祐太郎、ロングコートダディ
センリーズ、たくろう

銀シャリ、すゑひろがりず
ゆにばーす、ミルクボーイ
吉田たち、からし蓮根

濱田祐太郎、ロングコートダディ
センリーズ、たくろう

¥2800¥2500
10：45 11：00

※指定席
90分

¥2800¥2500
13：15 13：30

※指定席
90分 ¥1800¥1500

15：30 15：45

¥1500配 配信あり
※指定席
60分

すゑひろがりずG
ジュリエッタ、タナからイケダ

ミルクボーイ、デルマパンゲ、吉田たち
カベポスター、濱田祐太郎

チェリー大作戦MC
ダブルヒガシ、丸亀じゃんご
天才ピアニスト、うただ

三遊間、ファンファーレと熱狂

11:00～ 13:30～ 16:00～

マヂカルラブリー、かまいたち
令和喜多みな実、ラニーノーズ
ヘンダーソン、ダブルアート

パーティーパーティー、スナフキンズ
もも、天才ピアニスト

マヂカルラブリー、インディアンス
アキナ、令和喜多みな実
ラニーノーズ、ヘンダーソン

ダブルアート、パーティーパーティー
スナフキンズ、もも、天才ピアニスト

¥2800¥2500
10：45 11：00

※指定席
90分

¥2800¥2500
13：15 13：30

※指定席
90分 ¥1800¥1500

15：45 16：00

¥1500配 配信あり
※指定席
60分

銀シャリG
令和喜多みな実、セルライトスパ
ポートワシントン、20世紀、もも
タイムキーパー、中山女子短期大学

プラス・マイナスG
Dr.ハインリッヒ、アーネスト

令和喜多みな実、マイスイートメモリーズ
さや香、ZUMA、ぎょうぶ

スマイル 瀬戸MC
ミルクボーイ
ニッポンの社長プラス・マイナスG

16:45～

16：30 16：45
¥1800 ¥1500配¥1500 配信あり

※指定席60分

キャツミTHEブートキャンプキャツミTHEブートキャンプ こうへい軍団LIVEこうへい軍団LIVE
20:00～18:25～

18：10 18：25
¥1500 ¥1200配¥1200 配信あり

※指定席60分 19：45 20：00
¥1800 ¥1500配¥1500 配信あり

※指定席60分

マイスイートメモリーズ、センリーズ
侍スライス、キャツミ
cacao、ポートワシントン

吉田たち こうへい
令和喜多みな実 河野

マユリカ 中谷、今井らいぱち

オズワルドG
ヘンダーソン、モンスーン
茜250cc、コウテイ、もも

キングブルブリン、kento fukaya

16:45～

16：30 16：45
¥1800 ¥1500配¥1500 配信あり

※指定席60分

未定G

ヒューマン中村MC
フースーヤ  他G

アーネスト、吉田たち
ロングコートダディ、黒帯、華山
スナフキンズ、オーサカクレオパトラ

ジュリエッタ、Dr.ハインリッヒ
フミ、空前メテオ

G

16:45～

16：30 16：45
¥1800 ¥1500配¥1500 配信あり

※指定席60分

未定G
ミルクボーイ、ラフ次元、ラビットラ
ポートワシントン、コウテイ

どんちっち、中山女子短期大学

16:45～

16：30 16：45
¥1800 ¥1500配¥1500 配信あり

※指定席60分

未定G

男性ブランコG
Dr.ハインリッヒ、タナからイケダ
マルセイユ、イノシカチョウ

ラニーノーズ、kento fukaya、キャツミ

16:45～

16：30 16：45
¥1800 ¥1500配¥1500 配信あり

※指定席60分

ドキドキライブ
～かなり大人？なコーナー編～
ドキドキライブ

～かなり大人？なコーナー編～ バカ丸ライブバカ丸ライブ
20:00～18:25～

18：10 18：25
¥1800 ¥1200配¥1500 配信あり

※指定席60分 19：45 20：00
¥1500 ¥1200配¥1200 配信あり

※指定席60分

バッテリィズ、カベポスター、丸亀じゃんご
黒帯、マユリカ、ダブルヒガシ

金属バットG

令和喜多みな実 河野MCオズワルドG
ヘンダーソン、シカゴ実業、モンスーン、滝音
なにわスワンキーズ、からし蓮根、爛々

16:45～

16：30 16：45
¥1800 ¥1500配¥1500 配信あり

※指定席60分

イケメン寄席イケメン寄席 らいkenらいken
20:00～18:25～

18：10 18：25
¥1800 ¥1500配¥1500 配信あり

※指定席60分 19：45 20：00
¥1500 ¥1200配¥1200 配信あり

※指定席60分

今井らいぱち
kento fukaya
ビスケットブラザーズ きんG

祇園、黒帯、コウテイ、フースーヤ
レインボーG

ジャルジャル、レインボーG
ジュリエッタ、武者武者、ニゲルベ
ビスケットブラザーズ、もも、うただ

16:45～

16：30 16：45
¥1800 ¥1500配¥1500 配信あり

※指定席60分

祇園、ラフ次元
セルライトスパ、おたまじゃくし、華山

生ファラオ、田津原理音

16:45～

16：30 16：45
¥1800 ¥1500配¥1500 配信あり

※指定席60分

『UNIT'S LIVE』『UNIT'S LIVE』
らいken

（今井らいぱち、kento fukaya）

五次元のシャボン玉
おいでやすこが

週刊少年チャクチ
～ドラゴン球編～
週刊少年チャクチ
～ドラゴン球編～

20:00～18:25～

18：10 18：25
¥1800 ¥1200配¥1500 配信あり

※指定席60分 19：45 20：00
¥1500 ¥1200配¥1200 配信あり

※指定席60分

おいでやすこがG
ツートライブ、ニッポンの社長
マユリカ、センリーズ、エジソン
チェリー大作戦、ヒューマン中村

16:45～

16：30 16：45
¥1800 ¥1500配¥1500 配信あり

※指定席60分

佐久間一行G
デルマパンゲ、マイスイートメモリーズ
黒帯、マルセイユ、なにわスワンキーズ

ラニーノーズ、たくろう

令和喜多みな実 河野MC
カベポスター、ダブルヒガシ

翠星チークダンス、フースーヤ、真輝志

16:45～

16：30 16：45
¥1800 ¥1500配¥1500 配信あり

※指定席60分

コロコロチキチキペッパーズG

ダブルアート、さや香、エジソン、からし蓮根
紅しょうが、ダブルヒガシ、田津原理音

16:45～

16：30 16：45
¥1800 ¥1500配¥1500 配信あり

※指定席60分

未定G
ダブルアート、パーティーパーティー
武者武者、ニッポンの社長

ビスケットブラザース、滝音、フースーヤ

16:45～

16：30 16：45
¥1800 ¥1500配¥1500 配信あり

※指定席60分

高学歴芸人vおバカ芸人
～season2～

高学歴芸人vおバカ芸人
～season2～

ネタだけするって本当ですか？ネタだけするって本当ですか？
20:00～18:25～

18：10 18：25
¥1500 ¥1200配¥1200 配信あり

※指定席60分 19：45 20：00
¥1500 ¥1200配¥1200 配信あり

※指定席60分

20世紀、ドーナツ・ピーナツ、真輝志未定G
祇園、ラビットラ、ツートライブ
マユリカ、紅しょうが

丸亀じゃんご、今井らいぱち

16:45～

16：30 16：45
¥1800 ¥1500配¥1500 配信あり

※指定席60分

小杉ライブ
～森ノ宮漫劇で無配信！　　
　　さぁ生小杉を感じよう！～

小杉ライブ
～森ノ宮漫劇で無配信！　　
　　さぁ生小杉を感じよう！～

19:30～16:00～11:00～

¥2800¥2500
10：45 11：00

※指定席
90分

¥3000¥2500
19：15 19：30

※指定席
90分

アインシュタイン、トット
ネイビーズアフロ、ヒューマン中村
Dr.ハインリッヒ、ツートライブ

ロングコートダディ、マユリカ、滝音、もも

13:30～

¥2800¥2500
13：15 13：30

※指定席
90分

¥1800¥1500
15：45 16：00

※指定席
60分

ネタとコーナーのライブ！
漫才・コント・ピンネタ・コーナー等、

よしもとのお笑いを凝縮したネタライブです！！

ネタとコーナーのライブ！
漫才・コント・ピンネタ・コーナー等、

よしもとのお笑いを凝縮したネタライブです！！

漫才劇場イチオシの若手芸人から
テレビでお馴染みの人気芸人まで多数出演！
大満足間違いなしの90分お笑いライブ！！

漫才劇場イチオシの若手芸人から
テレビでお馴染みの人気芸人まで多数出演！
大満足間違いなしの90分お笑いライブ！！

※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。G ゲスト ※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。G ゲスト
※土曜・日曜・祝日開催

¥1500 ¥1800 配 ¥1500 60分 90分¥2500 ¥2800

茜250cc
華山
もも

スナフキンズ、隣人

20世紀

17:45～

¥1500¥1200
17：30 17：45

¥1200配 配信あり
※指定席
90分

Kakeruのじかん
たくろうMCトットG

滝音、カベポスター、マユリカG カベポスター、フースーヤ
ゴエモン、ぎょうぶ
爛々、どんちっち

シゲカズですpresentsシゲカズですpresents
さらにさらにマンゲキ
～無限フースーヤの日～

ロングコートダディ
カベポスター


