2019

4

月

※出演者は変更になる場合がございますので予めご了承下さい。尚、変更に伴う払戻しは行いません。【2019年3月26日現在】
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（土）

14:00〜 日本ジェスチャー協会・19年4月
MC:ﾏﾝﾎﾞｳやしろ／平成ﾉﾌﾞｼｺﾌﾞｼ 徳井／ｷｸﾁｳｿﾂｶﾅｲ｡／犬の心／ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾄ！！／他
●前売1800円 ●当日2000円
16:30〜 LOVE単独ライブ「愛する人よ」

2８

GW∞爆笑ネタＳＰ

12:00〜

4/

金属ﾊﾞｯﾄ／ﾆｭｰﾖｰｸ／てんしとあくま／ﾀﾞﾝﾋﾞﾗﾑｰﾁｮ／他
●特別券2100円 ●前売1600円 ●当日1800円

（日）

14:00〜 まんぷくユナイテッド第3回単独ライブ『炎会〜メガトンパーリィ〜』
まんぷくユナイテッド
●前売2000円 ●当日2300円

LOVE
●前売2000円 ●当日2300円

2９

●前売1500円 ●当日1800円
16:00〜 ラタタッタ初単独ライブ「乱射」

（月）

ラタタッタ
●前売2000円 ●当日2300円

PREMIUM∞NETA LIVE

21:00〜 こがけん単独ライブ 「こがけんのOH MY GOD」

金属ﾊﾞｯﾄ／横澤夏子／ゆにばｰす／ｺﾛｺﾛﾁｷﾁｷﾍﾟｯﾊﾟｰｽﾞ／ｶﾞﾝﾊﾞﾚﾙｰﾔ／ﾏﾁﾞｶﾙﾗﾌﾞﾘｰ／
ｲﾝﾃﾞｨｱﾝｽ／てんしとあくま／やさしいｽﾞ／男性ﾌﾞﾗﾝｺ／空気階段／他
●特別券2500円 ●前売2000円 ●当日2300円

PREMIUM∞NETA LIVE

18:30〜

（火）

ゆにばｰす／ﾊﾞｲｸ川崎ﾊﾞｲｸ／ひょっこりはん／ﾌｰｽｰﾔ／
ｲﾝﾃﾞｨｱﾝｽ／ﾆｭｰﾖｰｸ／やさしいｽﾞ／大自然／ﾀﾞﾝﾋﾞﾗﾑｰﾁｮ／
空気階段／EXIT／ﾃﾞﾆｽ／しゅんしゅんｸﾘﾆｯｸＰ／他
●特別券2500円 ●前売2000円 ●当日2300円

MC:ﾄｰﾀﾙﾃﾝﾎﾞｽ大村／もう中学生／小森園ひろし／
ﾀﾞｲﾀｸ／鬼越ﾄﾏﾎｰｸ／大自然／やさしいｽﾞ／他
●前売1500円 ●当日1800円

ﾏﾁﾞｶﾙﾗﾌﾞﾘｰ／ゆにばｰす／ｲﾝﾃﾞｨｱﾝｽ／ﾆｭｰﾖｰｸ／ﾗﾌﾚｸﾗﾝ／
やさしいｽﾞ／大自然／男性ﾌﾞﾗﾝｺ／ﾏﾃﾝﾛｳ／ｵｽﾞﾜﾙﾄﾞ／魔人無骨／他
●特別券2500円 ●前売2000円 ●当日2300円

３０
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18:30〜 PREMIUM∞NETA LIVE

16:00〜 よしもと×K-PRO合同プロデュース｢トーキョーNETAパラダイスin ∞ホール｣

18:30〜

JETGIG

12:30〜

4/

こがけん
●前売2000円 ●当日2300円

GW∞爆笑ネタＳＰ

1回目

●特別券2100円 ●前売1600円 ●当日1800円
14:00〜

GW∞爆笑ネタＳＰ 2回目

金属ﾊﾞｯﾄ／ｺﾏﾝﾀﾞﾝﾃ／さや香／ﾈｲﾋﾞｰｽﾞｱﾌﾛ／ﾌｰｽｰﾔ／
ﾗﾌﾚｸﾗﾝ／やさしいｽﾞ／EXIT
●特別券2300円 ●前売1800円 ●当日2000円
16:00〜 ダンビラムーチョ単独ライブ「みんなイチロー」
ダンビラムーチョ
●前売2000円 ●当日2300円
SHOWTIME

18:00〜

MC:怪獣 竹内／ｲｼﾊﾞｼﾊｻﾞﾏ／ｲﾁｷｯﾌﾟﾘﾝ／井下好井／ｷﾞﾝﾅﾅ／こがけん／
ｻﾙｺﾞﾘﾗ／すゑひろがりず／ｽｶﾁｬﾝ／田畑藤本／ﾀﾞｲｽ／ゆったり感／
金属ﾊﾞｯﾄ／ﾗﾌﾚｸﾗﾝ／やさしいｽﾞ
●前売1800円 ●当日2000円

21:30〜 ゆにばーすが作ってもらったコントをやるLIVE
ゆにばーす
●前売2300円 ●当日2500円

21:00〜 サバンナ高橋トークライブVOL.15〜ホウレンソウの会〜

12:00〜

金属ﾊﾞｯﾄ／ｺﾏﾝﾀﾞﾝﾃ／さや香／ﾈｲﾋﾞｰｽﾞｱﾌﾛ／ﾌｰｽｰﾔ／
ﾆｭｰﾖｰｸ／ﾗﾌﾚｸﾗﾝ／EXIT

20:30〜 PREMIUM∞NETA LIVE
金属ﾊﾞｯﾄ／ﾚｲｻﾞｰﾗﾓﾝ／ﾗｲｽ／ｺﾏﾝﾀﾞﾝﾃ／おかずｸﾗﾌﾞ／
ﾆｭｰﾖｰｸ／やさしいｽﾞ／他
●特別券2800円 ●前売2300円 ●当日2500円

サバンナ 高橋
●前売1800円 ●当日2300円

23:00〜 ありがとう平成 SUPER COUNTDOWN
金属ﾊﾞｯﾄ／ｺﾏﾝﾀﾞﾝﾃ／おかずｸﾗﾌﾞ／ゆにばｰす／EXIT／空気階段／男性ﾌﾞﾗﾝｺ／
大自然／ﾀﾞﾝﾋﾞﾗﾑｰﾁｮ／ﾆｭｰﾖｰｸ／魔人無骨／やさしいｽﾞ／ﾗﾌﾚｸﾗﾝ きょん
●前売2300円 ●当日2500円

1

2

3

4

5

18:00〜 兄さん胸貸してください
〜先輩×後輩の一夜限りの即興コンビ対決〜

16:00〜 サートラ∞ネクスト

16:00〜 サートラ∞ネクスト

16:00〜 サートラ∞ネクスト

16:00〜 サートラ∞ネクスト

MC:夫婦のじかん 山西／囲碁将棋／田畑藤本 藤本／
ﾀﾓﾝｽﾞ／江戸川ｷｬﾃﾞﾗｯｸ 水牛／EXIT りんたろｰ｡／
TEAM BANANA 山田／ﾀﾞｲﾀｸ／官兵衛 伊藤／
ﾀﾞﾝﾋﾞﾗﾑｰﾁｮ 原田／ｵｽﾞﾜﾙﾄﾞ／ﾜﾗﾊﾞﾗﾝｽ／ﾈｲﾁｬｰﾊﾞｰｶﾞｰ／
猫塾 田辺／しんぼる あんり／ごくいちぶ ぞの／
しみったれるな 清水／まんぷくﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ 松下／
ｶﾗﾀﾁ 前田／他
●前売1500円 ●当日1800円
20:30〜 セカンド∞ブレイクスルー
MC:田畑藤本／ｴﾝﾄﾞｳｺｳｷ／ｼﾞｭｺﾞﾝ／ｻｸｻｸみるく／
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾝ／ばった／KANAIWA／のどか／ｼﾞｬﾝｺﾞ／
3時のﾋﾛｲﾝ／しんぼる／ﾋﾛｶｽﾞ劇場／電氣ﾌﾞﾗﾝ／他
●前売1500円 ●当日1800円

●前売1000円 ●当日1000円

●前売1000円 ●当日1000円

●前売1000円 ●当日1000円

18:00〜 サード∞バトル

18:00〜 セカンド∞バトル

18:00〜 セカンド∞バトル

MC:ﾜﾗﾊﾞﾗﾝｽ／ｴﾝﾄﾞｳｺｳｷ／風の日／ｹﾞｵﾙｷﾞｰ／
ｺﾛﾅｸﾗｳﾝ／さるとび／衝撃ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ／ｽｶｲｻｰｷｯﾄ／
すぐる画伯／ｽﾏｲﾗｰｽﾞ／せみほたる／ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ／
電氣ﾌﾞﾗﾝ／のどか／花ちょうちん／ﾋﾛｶｽﾞ劇場／
放課後ﾊｰﾄﾋﾞｰﾄ／ﾏｲﾏｲｼﾞｬﾝｷｰ／ﾏｽﾀｰﾅﾝﾊﾞｰ／
猫塾 田辺／めぞん
20:30〜 ようこそ∞ホールへ！24期生新歓ライブ

世間知らｽﾞ／やわら／ﾈｲﾁｬｰﾊﾞｰｶﾞｰ／金魚番長／
そのこ／灘ｼﾞｪﾆｰ／ﾍﾞｽﾄｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝｽﾞ／ﾊﾝｻﾑﾄﾝｶﾁ／他
●前売1800円 ●当日2000円

20:30〜 漫才ヒーローズ
ゆにばｰす／ｵｽﾞﾜﾙﾄﾞ／ﾌｶﾐﾄﾞﾘ(ﾏｾｷ芸能社)／
ｶﾅﾒｽﾄｰﾝ(ﾏｾｷ芸能社)／ｼｼｶﾞｼﾗ／ｶﾗﾀﾁ／
ｼﾝｸﾛﾆｼﾃｨ(ﾌﾘｰ)／おとぎばなし(ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ人力舎)／
まめのき(SMA)／ｵｯﾊﾟｼｮ石（ｹｲﾀﾞｯｼｭｽﾃｰｼﾞ）／他
●特別券2300円
●前売1800円 ●当日2000円

6

●前売1000円 ●当日1000円
18:00〜 サード∞バトル

20:30〜 ライセンス藤原presents 俺喜利!!
ﾗｲｾﾝｽ 藤原／佐久間一行／天竺鼠 川原／
安達健太郎／ﾗﾌ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ重岡／みなみかわ（松竹芸能）／
ﾏﾁﾞｶﾙﾗﾌﾞﾘｰ･野田ｸﾘｽﾀﾙ／ｲﾝﾃﾞｨｱﾝｽ／他
●前売2000円 ●当日2300円

開場18:30｜開演19:00

7
12:00〜

ロバート
●前売1500円 ●当日1800円

LJL 2019 Spling Split Semi Final
●前売3500円 ●当日3800円

MC:ｷﾝﾎﾞｼ／顔色よろしわろし／かざみどり／風の日／
さるとび／ｼｰｸｴﾝｽはやとも／しみったれるな／ｼﾞｬﾝｺﾞ／
純白ﾊﾟﾘｼﾞｪﾝ／しんぼる／ｽｲﾗﾝ／橙感／TEAM近藤／
天龍／ﾄﾞｯﾁﾓﾄﾞｯﾁ／軟水／ﾌﾞｯﾀﾞﾏﾘｱ／ﾌﾞﾗｺﾞｰﾘ／ﾎｰﾌﾟﾏﾝｽﾞ／
まんじろう／ﾘﾝﾀﾞﾘﾝﾀﾞ

ロバート企画

14:30〜 ヤス100人組手-猛者達とフリースタイル即興漫才するライブﾅｲﾁﾝｹﾞｰﾙﾀﾞﾝｽ ﾔｽ／Ａﾏｯｿ加納（ﾜﾀﾅﾍﾞｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ）／ﾊﾟｰﾊﾟｰ ほしのﾃﾞｨｽｺ（ﾏｾｷ芸能社）／かが屋（ﾏｾｷ芸能社）／
ｼﾞｪﾗｰﾄﾞﾝ 西本／ｼﾞｪﾗｰﾄﾞﾝかみちぃ／ｲﾝﾃﾞｨｱﾝｽ 田渕／やさしいｽﾞ ﾀｲ／侍ｽﾗｲｽ 加藤／他
●特別券2300円 ●前売1800円 ●当日2000円
16:30〜 ジェラードンライブ「ドラゴンファイヤー」
ジェーラドン
●前売1800円 ●当日2300円

20:30〜 第2回ツッコミトーナメント ダブルス
〜埋もれた芸人輝かせ王決定戦〜

18:30〜
ファースト∞ライブ
MC:ﾄｰﾀﾙﾃﾝﾎﾞｽ大村／霜降り明星／ｺﾏﾝﾀﾞﾝﾃ／おかずｸﾗﾌﾞ／
ゆにばｰす／ﾆｭｰﾖｰｸ／ﾗﾌﾚｸﾗﾝ／大自然／空気階段／ｲﾝﾃﾞｨｱﾝｽ／ﾚｲﾝﾎﾞｰ
●特別券2300円 ●前売1800円 ●当日2000円

MC:ゆったり感／金属ﾊﾞｯﾄ／ｲﾝﾎﾟｯｼﾌﾞﾙ／
田畑藤本／鬼越ﾄﾏﾎｰｸ／空気階段／他
●前売1500円 ●当日1800円

21:00〜

新ネタコントライブ「優勝」

ﾊﾟｰﾊﾟｰ(ﾏｾｷ芸能社)／やさしいｽﾞ／うるとらﾌﾞｷﾞｰｽﾞ／ななまがり／ｱｲﾛﾝﾍｯﾄﾞ／男性ﾌﾞﾗﾝｺ／ｻﾝｼｬｲﾝ
●特別券2000円 ●前売1500円 ●当日1800円
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16:00〜 サートラ∞ネクスト

16:00〜 サートラ∞ネクスト

16:00〜 サートラ∞ネクスト

16:00〜 サートラ∞ネクスト

●前売1000円 ●当日1000円

●前売1000円 ●当日1000円

●前売1000円 ●当日1000円

18:00〜 サード∞バトル

18:00〜 セカンド∞バトル

18:00〜 セカンド∞バトル

●前売1000円 ●当日1000円
18:00〜 サード∞バトル
MC:いまさらｼﾞｬﾝﾌﾟ／3時のﾋﾛｲﾝ／赤嶺総理／
顔色よろしわろし／KANAIWA／ｺﾛﾅｸﾗｳﾝ／
しみったれるな／しんぼる／ｽﾏｲﾗｰｽﾞ／橙感／
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ／天龍／ﾄﾞｯﾁﾓﾄﾞｯﾁ／ぱろぱろ／
ﾋﾛｶｽﾞ劇場／ﾏｲﾏｲｼﾞｬﾝｷｰ／ﾏｽﾀｰﾅﾝﾊﾞｰ／
猫塾 田辺／めぞん／しゅんしゅんｸﾘﾆｯｸＰ
21:00〜 スペース・アドベンチャー・コント・ザ・ライド
いぬ／ななまがり／ﾌﾞｯﾀﾞﾏﾘｱ／うるとらﾌﾞｷﾞｰｽﾞ／
ｼﾞｪﾗｰﾄﾞﾝ／大自然／しゅんしゅんｸﾘﾆｯｸＰ／
ｹﾞﾗｹﾞﾗ星人／ｽｸｰﾙｿﾞｰﾝ／THE GREATEST HITS／
ﾘﾝﾀﾞﾘﾝﾀﾞ／空気階段／ﾀﾞｲｽ／ｶｹﾞﾔﾏ
●前売1800円 ●当日2000円

MC:やわら／てのりﾀｲｶﾞｰ／ｴﾝﾄﾞｳｺｳｷ／
かざみどり／ｹﾞｵﾙｷﾞｰ／ｼｰｸｴﾝｽはやとも／
ｼﾞｬﾝｺﾞ／衝撃ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ／ｽｲﾗﾝ／ｽｶｲｻｰｷｯﾄ／
せみほたる／TEAM近藤／軟水／のどか／
花ちょうちん／ﾌﾞｯﾀﾞﾏﾘｱ／放課後ﾊｰﾄﾋﾞｰﾄ／
ﾎｰﾌﾟﾏﾝｽﾞ／まんじろう／金魚番長／ｼﾄﾞﾆｰ

20:30〜 ブロードキャスト!!LIVE「しゃべルドキャスト」
ブロードキャスト!!
●前売1800円 ●当日2300円

11
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21:00〜 ファースト∞ライブ ストリーム
金属ﾊﾞｯﾄ／GAG／ｺﾏﾝﾀﾞﾝﾃ／ｼﾞｪﾗｰﾄﾞﾝ／ｲﾝﾃﾞｨｱﾝｽ／
ﾗﾌﾚｸﾗﾝ／男性ﾌﾞﾗﾝｺ／ｵｽﾞﾜﾙﾄﾞ／ﾃﾞﾆｽ／他
●特別券2500円
●前売1800円 ●当日2000円

20:30〜 コーナーライブ【ダッシュA】
ﾜﾗﾊﾞﾗﾝｽ／そいつどいつ／ﾊﾞﾆﾗﾎﾞｯｸｽ／ﾈｲﾁｬｰﾊﾞｰｶﾞｰ／
まんぷくﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ／いぬ／いまさらｼﾞｬﾝﾌﾟ／入間国際宣言／
ｻﾞ･ｼｰﾂ／侍ｽﾗｲｽ／ｻﾝｼﾞｪﾙﾏﾝ／ｻﾝｼｬｲﾝ／まんじろう／
ﾅｲﾁﾝｹﾞｰﾙﾀﾞﾝｽ／ﾅﾐﾀﾞﾊﾞｼ／ﾋﾛｶｽﾞ劇場／やわら／ﾗﾀﾀｯﾀ／
電氣ﾌﾞﾗﾝ／しみったれるな／ﾌﾟｰﾙ／ぺんとはうす／
つばさ／ｸﾞﾗﾝｸﾞﾗﾝ／増田光一／ﾊﾞｶﾞﾘｱ／ﾊﾟﾗｸﾗｯﾁ／
ﾌﾞﾗｺﾞｰﾘ／ﾌﾙﾌﾛﾝﾀﾙ／ﾏｲﾏｲｼﾞｬﾝｷｰ
●前売1500円 ●当日1800円

16

17

18

16:00〜 サートラ∞ネクスト

16:00〜 サートラ∞ネクスト

16:00〜 サートラ∞ネクスト

●前売1000円 ●当日1000円

●前売1000円 ●当日1000円

●前売1000円 ●当日1000円

●前売1000円 ●当日1000円

18:00〜 セカンド∞バトル

18:00〜 セカンド∞バトル

20:30〜 コントライブ・設定はホニャララ
〜同じシチュエーションでコント競演・第２回：ベッド一台編〜
ｲﾝﾎﾟｯｼﾌﾞﾙ／ｼﾞｪﾗｰﾄﾞﾝ／ｶｹﾞﾔﾏ／
ﾈﾙｿﾝｽﾞ／ｻﾝｼｬｲﾝ／やさしいｽﾞ／
そいつどいつ／ｻﾝｼﾞｪﾙﾏﾝ／ﾌﾟｰﾙ／他
●前売1500円 ●当日1800円
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※貸館の為、公演は
ございません。

18:00〜 サード∞バトル
MC:ﾗﾝﾊﾟﾝﾌﾟｽ／3時のﾋﾛｲﾝ／赤嶺総理／
かざみどり／風の日／KANAIWA／
ｼﾄﾞﾆｰ／純白ﾊﾟﾘｼﾞｪﾝ／衝撃ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ／
すぐる画伯／橙感／TEAM近藤／
ﾄﾞｯﾁﾓﾄﾞｯﾁ／のどか／ﾌﾞｯﾀﾞﾏﾘｱ／
放課後ﾊｰﾄﾋﾞｰﾄ／ﾏｲﾏｲｼﾞｬﾝｷｰ／
まんじろう／猫塾 田辺

●前売1000円 ●当日1000円
天竺鼠 川原／ｼﾞｬﾙｼﾞｬﾙ 後藤／
かまいたち 山内
●前売1800円 ●当日2000円
21:00〜

MC:ﾀﾞｲﾀｸ
●前売1500円 ●当日1800円

※ただいま準備中です。
最新情報はHPにて発表致します。

プラス

入間国際宣言
●前売2000円 ●当日2300円
ファースト∞ライブSP

MC：学天即／祇園／尼神ｲﾝﾀｰ／横澤夏子／ｺﾛｺﾛﾁｷﾁｷﾍﾟｯﾊﾟｰｽﾞ／
GAG／ﾆｭｰﾖｰｸ／ﾗﾌﾚｸﾗﾝ／男性ﾌﾞﾗﾝｺ／空気階段／他
●特別券2500円 ●前売2000円 ●当日2300円
21:00〜 第5回 インディアンストークライブ『ひまわり君とメガネ君』
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20:30〜 くつばこvol.35
ランパンプス
●前売1500円 ●当日1800円

12:00〜

20

21

JETGIG

14:00〜 祇園単独ライブ「ぎおんまつり〜Thanksgiving11〜」

●前売1500円 ●当日1800円
JETGIG

15:00〜
※ただいま準備中です。
最新情報はHPにて発表致します。

●前売1500円 ●当日1800円
ファースト∞ライブSP

18:30〜

金属ﾊﾞｯﾄ／ﾗｲｽ／GAG／やさしいｽﾞ／男性ﾌﾞﾗﾝｺ／他
●特別券2500円 ●前売2000円 ●当日2300円
又吉直樹主催〜実験の夜〜

21:30〜

20:30〜 まんざい道

又吉直樹（ﾋﾟｰｽ）／他
●前売1800円 ●当日2300円

23

24

25

26

16:00〜 サートラ∞ネクスト

16:00〜 サートラ∞ネクスト

18:00〜 サートラ∞チェンジ
●前売1500円 ●当日1800円

18:00〜 セカサー∞チェンジ
●前売1500円 ●当日1800円

21:00〜 ファースト∞ライブ ストリーム
金属ﾊﾞｯﾄ／ﾏﾁﾞｶﾙﾗﾌﾞﾘｰ／やさしいｽﾞ／
大自然／空気階段／ﾀﾞﾝﾋﾞﾗﾑｰﾁｮ／
魔人無骨／他
●特別券2500円
●前売1800円 ●当日2000円

21:00〜 今日は渋谷でRG with ニューヨーク
〜卒業式で歌う合唱曲をRGのあるあるか
嶋佐のFANTASISTAか屋敷先生に選んでもらう会〜

●前売1000円 ●当日1000円

●前売1000円 ●当日1000円

18:00〜 サード∞バトル

18:00〜 セカンド∞バトル

ﾚｲｻﾞｰﾗﾓﾝRG／ｹﾞｽﾄ：ﾆｭｰﾖｰｸ
●前売1800円 ●当日2000円

20:30〜 尾形軍団〜魂の在処〜
ﾊﾟﾝｻｰ 尾形／囲碁将棋 根建／ｲﾁｷｯﾌﾟﾘﾝ／
かたつむり 岡部／ｷｬﾍﾞﾂ確認中 しまぞう／
こりゃめでてｰな 伊藤／佐助／ｻﾙｺﾞﾘﾗ 赤羽／
じゃﾊﾟﾝ／ｼﾝｶﾞﾘ 西島／てのりﾀｲｶﾞｰ 渡瀬／
ﾄﾚﾝﾃﾞｨｴﾝｼﾞｪﾙ たかし／ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ 胴上げ／
ｳｴｽﾄﾗﾝﾄﾞ河本（ﾀｲﾀﾝ）／壮壮太／他
●前売1500円 ●当日1800円

セカンド∞バトル
「ヨシモト∞ホールランクシステム」の２番目に位置する
『セカンドメンバー』がトップである『ファーストメンバー』
入りを目指して戦うネタライブ！

前売１５００円

16:30〜 入間国際宣言 第１回単独ライブ「ナイスバディ」

18:30〜

安達健太郎／空気階段 鈴木もぐら／
ｽﾊﾟｲｸ 小川／世間知らｽﾞ西田／
男性ﾌﾞﾗﾝｺ 平井／ﾃﾞﾆｽ 松下／
ﾗﾌﾚｸﾗﾝ 西村／ﾚｲﾝﾎﾞｰ
●前売1500円 ●当日1800円

相席ｽﾀｰﾄ／井下好井／鬼越ﾄﾏﾎｰｸ／ﾀﾞｲﾀｸ／
田畑藤本／ﾎﾞｰｲﾌﾚﾝﾄﾞ／ﾏﾁﾞｶﾙﾗﾌﾞﾘｰ／
ゆったり感／ゆにばｰす／ｷﾝﾎﾞｼ／
ﾀﾞﾝﾋﾞﾗﾑｰﾁｮ／入間国際宣言／ﾊﾞﾆﾗﾎﾞｯｸｽ／
ﾅｲﾁﾝｹﾞｰﾙﾀﾞﾝｽ／まんぷくﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ
●前売1500円 ●当日1800円

MC:ﾊﾞﾆﾗﾎﾞｯｸｽ／3時のﾋﾛｲﾝ／てのりﾀｲｶﾞｰ／
赤嶺総理／KANAIWA／さるとび／
ｼｰｸｴﾝｽはやとも／純白ﾊﾟﾘｼﾞｪﾝ／ｽﾏｲﾗｰｽﾞ／
ｽｲﾗﾝ／せみほたる／ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ／軟水／
ぱろぱろ／ﾋﾛｶｽﾞ劇場／ﾌﾞﾗｺﾞｰﾘ／ﾎｰﾌﾟﾏﾝｽﾞ／
ﾘﾝﾀﾞﾘﾝﾀﾞ／電氣ﾌﾞﾗﾝ／金魚番長／ｹﾞｵﾙｷﾞｰ／
しゅんしゅんｸﾘﾆｯｸＰ

次世代コーナーライブ「needs」

インディアンス
●前売1500円 ●当日1800円

15
18:00〜 サード∞バトル

14
13:00〜

18:30〜 マシンガンマウスプラス

16:00〜 サートラ∞ネクスト

MC:ﾊﾞﾋﾞﾛﾝ／てのりﾀｲｶﾞｰ／ｴﾝﾄﾞｳｺｳｷ／
顔色よろしわろし／ｺﾛﾅｸﾗｳﾝ／しみったれるな／
ｼﾞｬﾝｺﾞ／しんぼる／ｽｶｲｻｰｷｯﾄ／すぐる画伯／
電氣ﾌﾞﾗﾝ／天龍／花ちょうちん／ぱろぱろ／
ﾌﾞﾗｺﾞｰﾘ／ﾏｽﾀｰﾅﾝﾊﾞｰ／ﾘﾝﾀﾞﾘﾝﾀﾞ／めぞん／
ｼﾄﾞﾆｰ／金魚番長
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16:00〜 サートラ∞ネクスト

当日１８００円

サード∞バトル
「ヨシモト∞ホールランクシステム」の３番目に位置する
『サードメンバー』が１つ上の『セカンドクラス』への昇格を
目指して戦うネタライブ！

前売１５００円

当日１８００円

祇園
●前売2000円 ●当日2300円
16:00〜 GIONトーク in ヨシモト∞ホール
祇園
●前売1500円 ●当日1800円
18:00〜

佐久間一行『月1ライブ』
佐久間一行／Ｒ藤本
●前売1800円 ●当日2300円

