リビ ン グル ー ム に冗談を。

2016.12

最新お笑いDVDと芸人情報をギュッとご紹介。
オフィシャルサイト連動
フリーペーパー

ショーコン vol. 16

オフィシャルサイトでは、
各コーナの拡大版を更新！
載せきれなかった情報が満載です！

バカリズム本業の最新傑作 今が旬！怒りの時事ネタ漫才

●何から取り掛かったんですか？
いつも最初にプロローグを作るんで
すが、今回すごく手こずりました。今
まではスルスルっと 1 日 2 日で書けて
たものが、なんかすーごい時間かかり
ました。テーマがテーマだけに。
●逆にパッとできたネタは？
「友達の類」は一晩でできました。
オープニング VTR 明けの一本目に見
るような、わりと入りやすいネタをと
思って。親友に内緒にしてることを告
『バカリズムライブ「類」』 白するというフォーマットが先にでき
て、それで何を告白したらバカバカし
●今回のタイトル「類」はどこから思い いかなと。わざわざ言うほどのことで
もないことを考えました。
ついたんですか？
毎回タイトルをつけるときは どうに ●読者にメッセージをお願いします。
とにかく一番本業中の本業なので、
でもなるような言葉 を基準に探してる
んですが、「○○の類」ってどうにでも言 ぜひ見てほしいですね。いっちばんの
いようがあるじゃないですか。だからちょ 本業です、これが（笑）。こういうこと
を普段やっていますってことです。
うどいいんじゃないかと。
●コントを作る作業は順調でしたか？
ドラマの脚本がほぼ同時進行だったの
で、今回も大変でしたね。ほんとはもっ
とライブがやりたいです。年に２回くら
い。やんなきゃと思ってるんです、自分
のために。考える習慣とか、そういうク
セを常につけとかないと、エンジンかか
りづらくなるので。逆にライブのあとに
2016/11/23発売
ANSB-55228 ￥3,800＋税
はすごく言葉が出やすかったりしますね。

河本：僕あんまり関わってないんです。
井口：もろもろの打ち合わせは僕とマ
ネージャーさんがやって。
●VTR は河本さんの力作ですね。
河本：VTR は楽しかったですね。
井口：いやいや、ほぼほぼなんにもやっ
てないでしょ。
河本：焼印も意外と大変なんですよ。
井口：いや、職人的大変さはもうお笑
い要素ではないよ。あんな VTR あり
ます？ あれは単独ライブ史上一番つ
まんない VTR ですからね。
『ウエストランド
のどこを見て欲しいですか？
第一回単独ライブ「GRIN！」』 ●DVD
河本：ネタの順番が秀逸だと思いまし
●初単独ライブの初日を迎えたときのお た。矛盾がなかったな。
井口：僕の怒りの時事ネタ、不満の時
気持ちは？
井口：責任感ですよね。ほかのライブだと、 事ネタなので、あと何年かしたらでき
僕らが失敗したとしてもほかの芸人さん ないネタばっかりなんです。なので、
がいますが、僕らしか出てませんから。 今この DVD を買ってぜひ早い時期に
河本：そうですね。なんなら普段のライ 見て欲しいですね。
ブのお客さんはほかの芸人さんを見に来
てますしね。
井口：開演前は一番嫌でした。これまで
にないタイプの緊張でしたね。
●どのような内容にするかなど、話し合っ
たりしましたか？
河本：あんまり 2 人で話してはないかも
しれないです。
2016/11/23発売
ANSB-55229 ￥3,000＋税
井口：僕が全部作ってるので。

インタビューフルバージョンはコンテンツリーグHPへ
『日本エレキテル連合単独公演
「電氣ノ杜〜掛けまくも畏き電荷の大前〜」』
今年、東京・大阪にて計 10 公演開催された最新単独ラ
イブを収録。 神 をテーマに作られた 8 本のネタは、
どれも見ないとバチが当たる逸品ばかりです！ 新たな
神ソング J-GODS「『HARAETAMAE KIYOMETAMAE』
〜社編〜」は必聴。この曲でお笑い魂を清めてみては。
2016/12/21発売
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詳しくは各社オフィシャルサイト
にて確認を。

ANSB-55230 ￥3,000＋税

日本エレキテル連合 『皆中』

単独ライブ DVD と同日発売のこちらは、8 本のコント
を撮り下ろし。弓道の用語で 4 本すべての矢が的を射
ること という意味の「皆中」。エレキテルから放たれ
る 8 本の矢はすべて、見ている人たちの心の的を射るこ
とができるのか。彼女たちが一射絶命の思いで作ったコ
ントの数々をぜひ御覧ください。
2016/12/21発売

ANSB-55231 ￥3,000＋税

ワタナベエンターテインメント

タイタン

ワタナベエンターテインメントお笑いライブ
「WEL」「WEL NEXT」毎月開催！

全国 TOHO シネマズ映画館 13 館にて
同時生中継！
「爆笑問題 with タイタンシネマライブ」

WEL とは…「人気者大集合！ネタ・
企画満載のスペシャルライブ」
WEL NEXT とは…「次世代を担う若手
芸人がしのぎを削る熱い舞台」
会場：東京・表参道 GROUND
12 月は 11 日 ( 日 ) に開催。来年 1 月
以降の日にちは「ワタナベお笑い INFO」
にて確認を。
＜11 月「WEL NEXT」結果＞
1 位 ゴールデンエイジ
2 位 八田荘
3 位 四千頭身
ゴールデンエイジ

マセキ芸能社

サンミュージックプロダクション

12/8『R-1 ぐらんぷり 2017 合同トラ
イアウト』では普段コンビなどで活動し
ている面々がピンネタに挑戦！ 12/23
はルシファー吉岡がオール新ネタライブ
「PROMOTION」。見事即完した 12/13
のエル・カブキ単独ライブ「年刊実話」
はが当日券を若干数販売予定。東京で大
好評だった与座よしあき生誕 40 周年 &
芸歴だいたい 20 周年ライブ「與ん寿」
が来年 1/27 に沖縄へ。12/9『パンキッ
シュガーデンアワード 2017』は「パン
キッシュガーデン」で起きたあんなこと
やこんなことを勝手に表彰する授賞式ラ
イブ。果たしてモグライダーは二連覇な
るのか。「Maseki Geinin Collection」
はおかげさまで 2017 年も継続が決定！
次回は 1/24 に開催します。どうぞこれ
からもご贔屓に。

「サンミュージック GET ライブ」開催中！
事務所ライブ「GET ライブ」は毎月第 2
火・水に開催。12 月は 13( 火 ) 新宿バッ
シュ !!＆14 日 ( 水 ) 新宿バティオスにて。
今年最後の 14 日の企画コーナーでは
サンミュージック秘密兵器のアイドルユ
ニットが登場予定！
若手ライブ「プレ GET シアター」も月 1
で開催中。12 月は 8 日（木）に新大久
保エンタメカフェ R&B バーです！
アメリカンコミックス初単独トークライブ
「ゾウカン！！」
日時：12 月 10 日（土） 開演 13 時
会場：神奈川・ラジオ日本本社
カフェラジアンヌ
料金：前売 1500 円 当日 2000 円
（ドリンク代別途 500 円）

プロダクション人力舎

12 月の「バカ爆走！」はミニホール新
宿 Fu- にて 1 日（木）〜 6 日（火）に
芸人たちが渾身のネタをたっぷり披露！
16 日（金）〜 18 日（日）に新宿バティ
今年最後の「タイタンシネマライブ」は
オスで開催される「Spark!」では、年末
12 月 9 日 ( 金 )19 時半スタート！
恒例 !? カバーネタライブ「紅白シャッフ
出演者は爆笑問題、長井秀和、ゆりあり
ルネタ合戦」や、リクエストネタ、芸人
く、瞬間メタル、日本エレキテル連合、
ウエストランド、ネコニスズ、脳みそ夫、 ＆マネージャー一斉アンケート調査な
ど、4 編構成の SP ライブ「人力アワー
ミヤシタガク。ゲストは BOOMER＆プ
ド 2016」を行います！
リンプリン、パペットマペット、エレキ
ラバーガール企画ライブ「第９回 新ネタ会議」
コミック、タイムマシーン 3 号ほか。本
日時：12 月 14 日（水）開演19 時
番直前の 5 分間は、本編に登場しないタ
会場：下北沢駅前劇場
イタン若手芸人がネタを披露する「この
料金：前売 2500 円 / 当日 3000 円
あとシネマライブ」も上映。来場者には
「東京 03 寄席」
「シネマライブ限定 オリジナルステッ
日時：12 月 16 日（金）開演19 時
カー」（非売品）をプレゼントします！
会場：下北沢・駅前劇場
詳細はタイタンオフィシャルサイトにて。
料金：3500 円

太田プロダクション

松竹芸能

太田プロ No.1 芸人は？

2017 年の新宿角座もお楽しみに !!

太田プロライブ「月笑」の年間ランキン
グ争いは、タイムマシーン 3 号が仕事の
ため 11 月の月笑を欠場、アルコ＆ピー
スが 1 位となり逆転で年間ポイント 1 位
となりました！
これにより 12 月 12 日（月）に新宿明
治安田生命ホールで開催される「月笑ク
ライマックスシリーズ」は、2 位のタイ
ムマシーン 3 号と 3 位のトップリードが
セミファイナルで戦い、その勝者が 1 位
のアルコ＆ピースとのファイナルで競い
ます。No.1 芸人の栄冠はだれのもとへ？

1 月 9 日 ( 月・祝 ) は『相撲好きトーク
ライブ「OH ！相撲ナイト」〜初場所〜』
を開催。14 日 ( 土 )・15 日（日）は、
第二回紺野ぶるま単独ライブ「お願い…
たまたまぶらぶらしていた事にして」。
チ○コ謎かけ以外にも紺野ぶるまの魅力
が詰まった作品をお見せします。
27 日（金）は、セバスチャン念願の初
単独ライブ「グリーンベルト」！
『松竹芸能タレントスクール』
2017 年 4 月生募集中
1 年間笑いについてじっくり学んで、お
笑いを観る人から『魅せる』人へ変わる
チャンス！興味のある方はぜひご応募を。
詳しくは松竹芸能タレントスクールHPへ。

【コンテンツリーグパートナー】ワタナベエンターテインメント／タイタン／プロダクション人力舎／マセキ芸能社／サンミュージックプロダクション／太田プロダクション／松竹芸能

集
特

俺たちは漫才が好きだ！〜エルシャラカーニとマシンガンズの場合〜

昨年５年ぶりに復活を遂げた「M-1グランプリ」。出場資格はコンビ結成15年以内となり、実力を溜め込んできた総勢3000組以上の漫才師たちがしのぎを削りました。
今年も新たな漫才王者が誕生する12月。出場資格がなく悔しい思いをしつつも、漫才愛を叫んでやまない2組の漫才師たちに、漫才の魅力について語ってもらいました。

―漫才を始めたきっかけ―
西堀：コンビ組んだとき、滝沢が、「俺は漫才だった
ら組んでもいい」って言ったんだよ。
清和・しろう：えー !!
滝沢：そうそう。俺、爆笑問題さんに憧れてたから。
太田さんになりたかったの。時事ネタやってね。
清和：なんか思い返せばそんな感じあったかも。
西堀：滝沢はピンもやってたから、「並行してやるな
らいいよ」って。結構上からな感じで（笑）。
清和：へー！ 知らなかった。
しろう：僕らは、清和さんが漫才好きだから。
清和：そう。僕はもう幼少の頃から花月だなんだ見て
育ってるから、どうしても漫才が好きなんだけど、最
初 2、3 年コントやってて。
滝沢：えっ !?

清和：しろうさんが漫才できないから、じゃあまずコン ―やっぱり漫才が好き！―
トからっていう考えでやってた。漫才はそのままの人間 滝沢：客としゃべれるっていうのはやっぱりでかい。
西堀：いやでも、カッコイイにつきるでしょ。
性が出なきゃダメだから。
しろう：だから僕は学校に入ってたわけですよね。「清和 清和：おお！ 俺もそう思う。
西堀：漫才やってるのカッコよくないですか。2 人で、
漫才学校」（笑）。
ただの人が出てきて、小道具を使わないで、カッコイ
―漫才の面白いところ―
西堀：漫才の面白いところはあれじゃないですか。すご イですよね。
くウケると余裕が出てきて、何言ってもウケるっていう 清和：そう。何なんテーブルと椅子って。
滝沢：やめなさいよ（笑）。
ゾーンに入るんだよね。
しろう：でも何がすごいってやっぱりマイクがすごい
滝沢：あるねえ。
清和：そんなにコントはやってないけど、多分、漫才の ですよね。マイク 1 本ということだけは変わらない。
ほうが気持ちいいんじゃないかな。「 俺が ウケてる」 滝沢：どんな時代でもね。
わけだから。
エルシャラカーニ
西堀：漫才は西堀と滝沢がウケてるんだけど、コントは
（サンミュージック）
そのキャラがウケてるんだよね。
（左）清和
清和：だから漫才のほうが気持ちいいはず、多分ね。トッ
（右）しろう
プリードに聞いたらまた違う意見かもしれないけど（笑）。
＜漫才写真＞ 11/15
―「M-1 グランプリ」エピソード―
「K-PROリターンズ2016」
で 2006 年のネタを披露
滝沢：僕はね、その頃すげーお笑いやってたんですよ、
するエルシャラカーニ
一生懸命。青春みたいな。ほんとに優勝するつもりでネ
タ作ってましたからね。
マシンガンズ
西堀：敗者復活は本当に勝とうとしてましたもん。
（太田プロダクション）
（左）滝沢
清和：へー！
（右）西堀
しろう：僕らと違いますね。行けると思ってなかったです。
＜漫才写真＞ 11/15
西堀：あと敗者復活でスターが生まれる瞬間を横で見るっ
「K-PROリターンズ2016」
ていう。名前を呼ばれた瞬間にスターになるって、こん
で 2008 年のネタを披露
するマシンガンズ
なすごいことないですよね。

連

載

対談全文は12月中旬ごろコンテンツリーグHPに掲載！掲載日はコンテンツリーグ公式Twitterにてお知らせ。

「芸人DVD感想文」 そ の 3
今月のDVD

芸人の才能はネタだけじゃない！ 文才ある芸人もたくさんいるんです。
そこで、このコーナーでは芸人が芸人のDVD感想文を書きます！

マシンガンズが出している DVD「怒」を観た。 この DVD が出たのが約 10 年前なのに当時とまったく
それにしても怒りまくっている。よくもまぁこん 変わらず笑えるのは、怒りというのが普遍的なものだか
なに怒る事や悪口を言う事があるものだ。ネタを らだ。この怒り、悪口のオンパレード、最近どこかで見
やる事によって日常のストレスを発散しているん た覚えがある。それはアメリカ合衆国 45 代大統領に選出
だろう。自分なんか日常で感じるストレス、特に が決まったドナルド・トランプが演説中にやっていた事
相方かねきよに対して、ネタ覚えの悪さ、ネタを だ。悪口を言っていても何となく憎めない、好きな人と
忘れる、頭が汗だくになっている所をツッコまな 嫌いな人が極端に分かれている。もしかしたらマシンガ
くてはいけないなど、ストレスが溜まる一方なの
ンズとトランプは似ているのではないか？ いや、マシン
・・・・・・・
で、ネタで発散できるのはうらやましいと思える。 ガンズは日本のトランプなのである !! 怒りというものは、
そもそもマシンガンズというコンビはお互い同 歴史を振り返れば時代を動かしてきたものである。ルイ
じ考え方を持っているのが強みで、かねきよ曰く 16 世が治めていたフランスでは、民衆の怒りによってフ
「どちらか一人にイジられた後、その場にいなかっ ランス革命が起きた。マシンガンズには怒り続けてもらっ
たもう一人が同じイジり方をしてくるから、同じ て、お笑い界の時代を動かしてもらいたいものである。
返しを 2 回しなきゃいけない。2 人揃った時は返
あと、この DVD の特典映像が下らな過ぎて、笑い死
す間もなくイジり続けるから大変だ。」と。そう、 にしそうだったので、そちらも。バカバカしさの見本を
2 人揃ったら無敵。かねきよはイジられ過ぎて
みているみたいだ。
「マシンガンズとは共演 NG だ !!」と叫びだした
マシンガンズ最新情報
太田プロライブ「月笑」などライブ多数出演。ラジオ日本「ネガ⇒ポジ」（毎週土曜 26:30〜）放送中。
ほどだ。

マシンガンズ『怒 』
from『必笑！～お笑いファンが選んだネタベスト～』

芸歴９年目、解散を考え
ていたマシンガンズの運
命を変えた 怒り漫才 。
その後 2008 年に発売さ
れたのが DVD『怒』です。
こちらの作品は、DMM
動画、楽天 SHOWTIME、
Video Market で配信中
です！
昨年クイズ番組で優勝し、
お笑い界の新たな クイズ
王 として注目を浴びてい
る石沢。そんな石沢が選ん
だのは先輩漫才師の DVD。
相方エピソードや時事ネタ
をテンポよく盛り込んだ文
新宿カウボーイ石沢 章は、彼の頭脳明晰ぶりが
（太田プロダクション） うかがえる名作です！

＜書く人＞

芸人なんでも掲示板
TKO木下のブランドが大好評

田島の動画再生数が急上昇中！

阿諏訪のソロ初レシピ本発売

「ピコ太郎」の You Tube が話
題の芸人動画ですが、実はアイ
デンティティ田島の動画再生数
も急上昇中！ 声優・野沢雅子さ
んのものまねで動画 3 本をアッ
プしたところ、合計で 87 万回
越え ! (11/22 時点 ) 必見です !!
（太田プロダクション）

「あのニュースで得する人損する人」
（日本テレビ系）にて、どんな料理で
も食べただけで味を再現する サイ
ゲン大介 として人気のうしろシティ
阿諏訪。彼が 6 年半飲食店で修行し
た成果がこの本にはたっぷり詰まっ
てます。レシピ数は 50 以上！
（松竹芸能）

自他共に認めるオシャレ芸人
TKO木下が今年８月に立ち上げ
た、体が大きい人向けのアパレ
ルブランド「BUCCA44」が大
好評！ 多くのタレントが愛用
中。恵比寿にショップもありま
すのでぜひお立ち寄り下さい！
（松竹芸能）

田島

コンテンツリーグに関連する芸人たちを、さまざまなテーマで読者投票ランキング！

CL なんでもランキング！テーマ
「ロマンチックな芸人は？」

1位 うしろシティ阿諏訪

＜理由＞
奥さんである まゆ
みっくす さんに、
ディズニーランドで
ペンダント渡して
「結婚してください」
と言ったエピソード
が有名だから。
（プロダクション人力舎） （ルート03・30代 会社員）

2位
東京03・飯塚

（松竹芸能）

＜理由＞
キャンプとか得意な料理で、ロマ
ンチックにサプライズしてくれそ
うだから！（mgm・20代 学生）
ラジオの企画でポエムなどを読ん
でるし、ロマンチックなことが好
きそう。 （あすか・10代 学生）

3位
三四郎・相田

（マセキ芸能社）

＜理由＞
「雨の日に室内で聞く
雨の音が好きだ」と
公言していた。
（えび・20代 学生）

先天性恋愛依存王子さま
症候群 のアントワネット
山口と、意識高い系 IT 社長
瀬良明正キャラが人気のア
ルコ＆ピース平子が4 位！
次回のランキングテーマは

「家庭教師になって
ほしい芸人は？」

ランキングしてほしい
テーマを募集します！
みなさんがランキングを
知りたいテーマを教えて
ください！ 応募方法は
オフィシャルサイトにて。

J-GODSデジタル配信開始
日本エレキテル連合の単独公
演「電氣ノ社」で誕生した新
ユニット「J-GODS」による
ノリノリでゴリゴリのラップ
『HARAETAMAE KIYOMETAMAE』。
iTunesStore Youtube「感電パラレル」で
レコチョク 他 は MVも見ることができます！
にて配信中
（タイタン）

【第16 回】神宮前四丁目視聴覚室
うしろシティ 単独ライブ『 うれしい人間』

菅家しのぶ
東京以外に大阪、

名古屋と、初の
とにかく『病院』を見ていただきたい。病院の待合室で、
ツアーを行った
事故に遭って手術を受けている友達の無事を祈っている
同ライブ。DVD
には、座・高円
阿諏訪の元に、同じグループの仲間である金子が連絡を
寺 2 にて行われ
受けて飛び込んでくるのだが、その手には某有名コーヒー
た東京公演を収
店のカップが握られていた……ここから話は「友達が大
録。さらに特典
映像では、名古
変なときに何をやっているんだ！」となるわけだが、金
屋・大阪公演の
子の方にも言い分があり、後半ではその秘められた感情
バックステージ
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がわっと吹き出してしまう。確かな演技力と揺るぎない
を見ることがで
ANSB-55152
大衆性を兼ね備えた技巧派コンビとしての印象が強いう
きます！
￥2,857＋税
しろシティが、これほど人の心を揺さぶるコントを生み 菅家しのぶ…1985 年生まれ
出せるとは。哀愁を伴うオチも見事。彼らに対する見方 香川県在住のお笑い DVD コレクター
Blog
http://sugaya03.hatenablog.jp/
を少しだけ変えさせられた、驚異の傑作である。
Twitter @Sugaya03
お読みいただきありがとうございました！ 次号は ２ 月 １ 日
を予定しております。コンテンツリーグではお笑いを愛する
読者の方々から御意見ご要望をお待ちしております。
info@contentsleague.jp までメールをお寄せください。

