
長年にわたり全国で290回以上開催されている



他のライブとの違いは?

①オープンニング曲 エンディング曲 出演者の紹介コメント

出囃子まで 全て録音持ち込みでトントン拍子に流れる
ステージ構成でお客様を飽きさせません。

②200回を超え開催されているのでこのライブ自体のファンも

多数いらっしゃり 出演者の知名度とライブの知名度で
どの会場も大好評です。

③天下無敵の爆裂ライブin○○○という具合に

会社名 イベント名等をタイトルに組み込めます。

④弊社にタレント出演依頼をして頂く際に お客様のご希望により

このライブとして作り込みます。別途制作費等は頂きません。

その内容は?

お笑いで ものまねで マジックで アニソン特撮で

そしてJ-POPアーティストを招いて…と変幻自在の
オールマイティーライブです。
ご希望のジャンルで 予算に応じて組み上げます。

実施場所は?

各種イベントで 番組の公開録音.録画.生放送で 会館自主興行で

ホテルで 会館で 体育館で スタジアムで 公営ギャンブル場で
デパートで ショッピングセンターで テーマパークで
学園祭で 新年会で 忘年会で 結婚式で…と
屋外 屋内 無料 有料を問わず開催可能です。



第01回 inブケ東海(三島) 
第02回 inグランドホテル浜松
第03回 inパルシェ(静岡駅ビル) 
第04回 in佐久間(歴史と民話の郷会館) 
第05回 inホテルコンコルド(浜松市) 
第06回 inフェスタ静岡(SBS静岡放送．静岡新聞社) 
第07回 inバルシェ2(静岡駅ビル)
第08回 inバルシェ3(静岡駅ビル)
第09回 inフェスタ静岡2(SBS静岡放送)
第10回 in浜製(浜松市/本田技研工業浜松製作所)
第11回 in駿府城夏祭り(SBS静岡放送．静岡新聞社) 
第12回 in駿府城夏祭り2(SBS静岡放送．静岡新聞社) 
第13回 in常葉大学(浜松/現浜松大学) 
第14回 in常葉大学2(浜松/現浜松大学) 
第15回 in浜松大学3
第16回 in静大(浜松市) 
第17回 in浜松大学4
第18回 in静大2(浜松市) 
第19回 in浜松大学5
第20回 inショッキフェスタ(愛知県/豊田自動織機)
第21回 inショッキフェスタ(愛知県/豊田自動織機)
第22回 inサイクル (伊豆サイクルスポーツセンター)
第23回 inサイクル2 (伊豆サイクルスポーツセンター) 
第24回 inサイクル3 (伊豆サイクルスポーツセンター) 
第25回 inイオン(愛知県津市) 
第26回 in浜名湖パルパル
第27回 in浜名湖パルパル2 
第28回 in岡崎(愛知県/岡崎市民会館) 
第29回 in浜名湖パルパル3 
第30回 in浜名湖パルパル4
第31回 in稲荷祭(名古屋市/住友軽金属) 
第32回 in幸田(愛知県/ハッピネス・ヒル・幸田)
第33回 in六ッ美(愛知県岡崎市商工祭り) 
第34回 inショッキフェスタ2(愛知県/豊田自動織機) 
第35回 inショッキフェスタ2(愛知県/豊田自動織機) 
第36回 in開成館(浜松市/開成館高等学校・中学校文化祭) 
第37回 in呉竹荘(浜松市) 
第38回 in呉竹荘(浜松市) 
第39回 in呉竹荘(浜松市) 
第40回 inDENSO高棚(愛知県) 
第41回 in豊田スタジアム(愛知県/総勢15組以上出演) 
第42回 inSONY(愛知県額田郡幸田町) 
第43回 in滋賀(滋賀県立文化産業交流会館) 
第44回 in天竜(静岡県天竜市/市民ホール) 
第45回 in高浜(愛知県高浜市/市民会館) 
第46回 inSBSパフォーマンス広場(静岡市/駿府公園 大道芸Wカップ関連)
第47回 in伊豆市(天城ドーム)



第48回 in幸田2(愛知県/ハッピネス・ヒル・幸田)
第49回 in静大3 (静岡県静浜松市) 
第50回 in静大祭(静岡県静岡市)
第51回 in豊橋（愛知県/豊橋市勤労福祉会館）
第52回 inはままつ冬の蛍フェスティバル
第53回 in爆裂忘年会（シークレット）
第54回 in磐田（静岡県/磐田市民文化会館）
第55回 inプラザアピア（静岡県静岡市）
第56回 inショッキフェスタ3(愛知県/豊田自動織機)
第57回 inショッキフェスタ3(愛知県/豊田自動織機)
第58回 in呉竹荘2(浜松市)
第59回 in呉竹荘2(浜松市)
第60回 in呉竹荘2(浜松市)
第61回 in呉竹荘2(浜松市)
第62回 in浜名湖競艇
第63回 in矢厚会（全矢崎労組浜松/遠鉄ホテルエンパイア）
第64回 in天竜2(静岡県浜松市/天竜壬生ホール)
第65回 in浜名湖自動車学校
第66回 inサイクル4 (伊豆サイクルスポーツセンター)
第67回 in静大4(静岡県浜松市)
第68回 inイオン浜松市野
第69回 inイオン浜松志都呂
第70回 inWARE HOUSE (東京都港区)
第71回 inホテルセントパレス倉吉(鳥取県/天下無敵音源使用)
第72回 in浜名湖競艇2
第73回 inDoCoMo東海(愛知県名古屋市)
第74回 inショッキフェスタ4(愛知県/豊田自動織機)
第75回 inショッキフェスタ4(愛知県/豊田自動織機)
第76回 in呉竹荘3(浜松市)
第77回 in呉竹荘3(浜松市)
第78回 in呉竹荘3(浜松市)
第79回 in呉竹荘3(浜松市)
第80回 in浜名湖競艇3
第81回 in呉竹荘4(浜松市)
第82回 in天竜3
第83回 in浜名湖競艇4
第84回 in三光会(富士スピードウェイ)
第85回 in浜名湖競艇5
第86回 in静大5(浜松市)
第87回 in静大祭2(静岡市)
第88回 in本田技研忘年会(浜松市)
第89回 inSTC忘年会(ホテルセンチュリー静岡) 
第90回 in浜名湖競艇6
第91回 in浜松オート(音源使用)
第92回 in浜名湖競艇7
第93回 in浜名湖競艇8
第94回 in磐田グランドホテル
第95回 in浜松オート(音源使用)
第96回 inショッキフェスタ5(愛知県/豊田自動織機)
第97回 in浜名湖パルパル5
第98回 inアプリ
第99回 in浜名湖競艇9
第100回 in浜製2(浜松市/本田技研工業浜松製作所)



第101回 in浜名湖パルパル6
第102回 in浜名湖自動車学校2
第103回 in天竜4
第104回 in浜松オート
第105回 in富士電機(山梨県南アルプス市)
第106回 in静大6(浜松市)
第107回 in静大祭3(静岡市)
第108回 in鳳翔祭 (静岡産業大学情報学部藤枝キャンパス)
第109回 inイオン富士南(音源使用)
第110回 inサンストリート浜北 NTTドコモ東海静岡支店 Presents
第111回 in浜松フォルテホール NTTドコモ東海静岡支店 Presents (過去最高20組出演)
第112回 inショッキフェスタ6(愛知県/豊田自動織機) ※主催者の諸事情により中止
第113回 in浜松オート2
第114回 in浜松オート2
第115回 inＫＴＳ(静岡県浜松市呉竹荘)
第116回 inＫＴＳ(静岡県浜松市呉竹荘)
第117回 inＫＴＳ(静岡県浜松市呉竹荘)
第118回 in浜名湖競艇10
第119回 in浜名湖競艇11
第120回 in浜名湖競艇12
第121回 in浜名湖自動車学校3
第122回 in浜松オート3
第123回 inエコパ
第124回 inエコパ
第125回 inふじのくに交通安全県民フェア
第126回 in鳳翔祭2
第127回 in浜名湖競艇13
第128回 By ドコモ 愛知県豊田市
第129回 By ドコモ 愛知県岡崎市
第130回 浜名湖競艇14  音源使用1
第131回 inミュージコ 静岡県焼津市大井川町
第132回 in浜松オートレース場5
第133回 inピエリ守山 滋賀県
第134回勝山梶トークアンドライブ ピエリ守山滋賀県 (音源使用)
第135回 in浜松オートレース場6
第136回キャタラー 掛川市 (音源使用)
第137回 静岡競輪場 (音源使用)
第138回 静岡競輪場 (音源使用)
第139回 in24時間テレビテレビ宮崎1 (音源使用)
第140回 inみやざき青島国際ビールまつり1 (音源使用)
第141回 in24時間テレビテレビ宮崎2 (音源使用)
第142回 inイオンモール宮崎 (音源使用)
第143回 inみやざき青島国際ビールまつり2 (音源使用)
第144回辻希美スペシャルトークショー (ビエリ守山/音源使用)
第145回 inビエリ守山2 滋賀県
第146回 海栄館鯱亭愛知県南知多 (音源使用)
第147回 海栄館鯱亭愛知県南知多 (音源使用)
第148回 inミュージコ2
第149回 inビエリ守山3 滋賀県
第150回 in福山 広島県
第151回 inピエリ守山3 番外編滋賀県
第152回 in前橋競輪 (群馬県)
第153回 in KTS8 (浜松市/呉竹荘)



第154回 in KTS8 (浜松市/呉竹荘)
第155回 inキャタラー2 (掛川市)
第156回 in福山アニメ・特撮の巻
第157回 in浜名湖15 (浜名湖ボート)
第158回 in掛川グランドホテル
第159回 in掛川グランドホテル2
第160回中部電力お笑いライブ(御前崎市文化会館/音源使用)
第161回 inメイワン(浜松駅ビル) 地震NG
第162回 inメイワン2 地震NG
第163回 inメイワン3 地震NG
第164回がんばれ東北! がんばれ日本! 復興支援ライブ
第165回がんばれ東北! がんばれ日本! 復興支援ライブ2
第166回 inピオニウォーク東松山(埼玉県)
第167回 in浜製3 (ホンダ技研浜松製作所)
第168回 in津田学園 (三重県)
第169回 in静大祭4(静岡市)
第170回 inイオンモール木曽川(愛知県)
第171回 in掛川グランドホテル2
第172回 in掛川グランドホテル2
第173回 inプレ葉ウォーク浜北 (浜松市) 
第174回 inキャタラー3 (掛川市)
第175回 inFTS(愛知県豊田市)
第176回 inBIGフェスティバル (名古屋市) 
第177回 inイオンモール土浦(音源仕様)
第178回 in蒼樹祭2 (産業大学磐田キャンパス)
第179回 inあぐりフェスタ(静岡市清水区)
第180回 in浜名湖16(浜名湖ボート)
第181回 inイオンモール土浦
第182回 inイオンモール下妻
第183回 inイオンモール富士宮
第184回 inイオンモール土浦(音源使用)
第185回 inKTS 9 (浜松市呉竹荘)
第186回 inKTS 9 (浜松市呉竹荘)
第187回 inイオンモール土浦
第188回 inTOC building Summer Festival(五反田)
第189回 in大磯ロングビーチ (神奈川県/音源使用)
第190回 in土浦キララまつり (茨城県/音源使用)
第191回 inプレ葉ウォーク浜北2 (浜松市) 
第192回 inイオンタウン富士南2
第193回 in神戸製鋼祭り (神奈川県秦野市/音源使用)
第194回 in新日本ウエックス夏祭り(名古屋市)
第195回 inふるさと産業まつり (北海道清里/音源使用)
第196回 in稲沢まつり (愛知県稲沢市)
第197回 in稲沢まつり (愛知県稲沢市)
第198回 inデンパーク (愛知県安城市)
第199回 in遠州鉄道創立70周年オーナーズ感謝祭
第200回 inアル・プラザ鶴見 (岐阜県大垣市)
第201回 in三重県フェア (イオンモール幕張新都心/音源使用)
第202回 in三重県フェア (イオンモール幕張新都心/音源使用)
第203回 inTOMOEGAWA ((静岡市巴川製紙所100周年イベント)
第204回 in三菱電機 (静岡製作所60周年)
第205回 iin小平町産業まつり北海道 (音源使用)



第206回 inイオンモール土浦 (音源使用)
第207回 inしずモテStyle (イオンモール浜松志都呂/音源使用)
第208回 in稲沢まつり (愛知県)
第209回 in稲沢まつり (愛知県)
第210回港南台バーズ神奈川県横浜市 (音源使用) 
第211回 in蒼樹際3 (産業大学磐田キャンパス)
第212回 イオンモール東員 (三重県員弁郡)
第213回 イオンモール東員 (三重県員弁郡)
第214回 イオンモール東員 (三重県員弁郡)
第215回 イオンモール東員 (三重県員弁郡)
第216回 in浜名湖17(静岡県浜名湖ボート)
第217回 in坂の上ファミリークリニック(静岡県浜松市)
第218回 in蒼樹際4 (産業大学磐田キャンパス)
第219回 inサンストリート浜北 (静岡県浜松市)
第220回 inゆめシティ (山口県下関市)
第221回 in浜岡原子力館 (音源使用)
第222回 in浜名湖18 (静岡県浜名湖ボート)
第223回 in旭川冬まつり (北海道 HBCラジオ公録/音源使用)
第224回 in浜岡原子力館 (音源使用)
第225回 in安城産業文化公園 デンパーク2
第226回 in旭川冬まつり (北海道 HBCラジオ公録/音源使用)
第227回 in北竜町ひまわりまつり (北海道 HBCラジオ公録/音源使用)
第228回 in安城産業文化公園 デンパーク3
第229回 in蒼樹際5 (産業大学磐田キャンパス)
第230回 inJA児湯 (宮崎県)
第231回 in浜岡原子力館 (音源使用)
第232回 inネッツトヨタ北見 (北海道.音源使用)
第234回 in旭川冬まつり (北海道 HBCラジオ公録/音源使用)
第235回 inもんべつ流氷まつり (北海道)
第236回 in安城産業文化公園 デンパーク4
第237回 in安城産業文化公園 デンパーク5
第238回 in安城産業文化公園 デンパーク6
第239回 in安城産業文化公園 デンパーク7
第240回 in日本化薬ふれあい祭 (群馬県高崎市/音源使用)
第241回 inダスキンレントオール 式典 (茨城県神栖市/音源使用)
第242回 inユートピアカワムラ ジャンボまつり (北海道)
第243回 inつべつ夏まつり (北海道 HBCラジオ公録/音源使用)
第244回 in浜名湖19 (静岡県ボートレース浜名湖)
第245回 in清里ふるさと産業まつり (北海道 HBCラジオ公録/音源使用)
第246回 in安城産業文化公園 デンパーク8
第247回 in前橋競輪 (音源使用)
第248回 in浜岡原子力館 (音源使用)
第249回 inフォレオ大津一里山 (滋賀県)
第250回 in安城産業文化公園 デンパーク9
第251回 in蒼樹際6 (産業大学磐田キャンパス)
第252回 inフォレオ大津一里山2 (滋賀県)
第253回 inネッットヨタ北見 (北海道)
第254回 inネッットヨタ北見 (北海道)
第255回 inアスクゲート新年会 (北海道)
第256回 in旭川冬まつり (北海道 HBCラジオ公録/音源使用)
第257回 inもんべつ流氷まつり (北海道)
第258回 in安城産業文化公園 デンパーク10
第259回 in安城産業文化公園 デンパーク11



第260回 in安城産業文化公園 デンパーク12
第261回 in浜岡原子力館 (音源使用)
第262回 inフォレオ大津一里山3 (滋賀県)
第263回 inなみえ夏まつり (福島県浪江町/音源使用)
第264回 in浜岡原子力館 (音源使用)
第265回 in清里町ふるさと産業まつり (北海道 HBCラジオ公録/音源使用)
第266回 in2018なみえ音楽祭 (福島県浪江町/音源使用)
第267回 inええじゃないか豊橋まつり (愛知県豊橋市/音源使用)
第268回 in蒼樹際7 (産業大学磐田キャンパス)
第269回 inヒルズウォーク徳重 (愛知県名古屋市)
第270回 in浜岡原子力館 (音源使用)
第271回 inネッットヨタ北見 (北海道)
第272回 inネッットヨタ北見 (北海道)
第273回 inアスクゲート新年会 (北海道)
第274回 in旭川冬まつり (北海道 HBCラジオ公録/音源使用)
第275回 inもんべつ流氷まつり (北海道 HBCラジオ公録/音源使用)
第276回 inつべつ夏まつり (北海道 HBCラジオ公録/音源使用)
第277回 inなみえ夏まつり (福島県浪江町)
第278回 inもとみや (福島県本宮市)
第279回 in浜岡原子力館 (音源使用)
第280回 inレイクタウン/24時間テレビ (埼玉県) 
第281回 inイオン北見 (北海道)
第282回 in清里ふるさと産業まつり (北海道 HBCラジオ公録/音源使用)
第283回 inスバル感謝祭 (群馬県/音源使用)
第284回 inアイモール三好 (愛知県)
第285回 inグランドホテル浜松 (企業周年祝賀パーティー/音源使用)
第286回 inびわこ大津プリンスホテル (音源使用)
第287回 inネッツトヨタ北見 (北海道)
第288回 inネッツトヨタ北見 (北海道)
第289回 inイオンレイクタウン kaze (埼玉県/音源使用)
第290回 inアスクゲート新年会 (北海道/音源使用)
第291回 in旭川冬まつり (北海道/HBCラジオ公開録音/音源使用)
第292回 inもんべつ流氷まつり (北海道/音源使用)
第293回 inサントムーン柿田川
第294回 inサントムーン柿田川(音源使用)
第295回 inイオンモール銚子(千葉県)
第296回 in浜岡原子力館(音源使用) ※297回.298回と水面下で企画中です



過去に出演したお笑いの方々/今後出演される方々
テツandトモはなわ原口あきまさ ドランクドラゴン パペットマペットダンディ坂野ホリ

長井秀和飛石連休カンニングビックスモールン.いつもここから波田陽区マイケル コア
モジモジハンター北京ゲンジ 東京ダイナマイト インスタントジョンソン号泣江戸むらさき
アンガールズ .坂道コロンブスカンカラ 三拍子 こんちはるミニミニ長渕前田健 K2.上々軍団
タイムマシーン3号火災報知器エレキコミック神奈月さんらんぼブービー マギー審司磁石
あさりど関塚裕二(あいのり関) つぶやきシロー 東京ビンゴビンゴダイナマイトジャパン
デンジャラス BOOMER ブカブカ爆笑問題村田渚アニマル梯団スマイリーキクチ U-turn
ノンキーズフォークダンスDE成子坂江頭2:50 松本ハウス X-GUN TaKe2 スピードワゴン
パイレーツアリtoキリギリス プリンプリン ジョーダンズ幹てつや極楽とんぼ坂道コロコロ
山上兄弟樹根因幡晃猫ひろし 長州小力まちゃまちゃ南野やじサービスパンダ MANZAI-C
小梅太夫桜塚やっくんサブングルヒライケンジ ライス兄弟風籐松原城咲仁どーよ ですよ。
ZOXYDOLL 瞬間メタル コージー冨田水木一郎ハマカーン にしおかすみこキャン×キャン
どきどきキャンプ我が家ダンシング谷村ミラクルひかる HEY!たくちゃん アントキの猪木
イシバシハザマ えんにち KICK☆くまだまさし コンマニセンチじゅんご末高斗夢
ランチランチタカダ・コーポレーション弾丸ジャッキー永井佑一郎 POISON GIRL BAND 
マシンガンズザ・たっちキムコ ジョイマン オードリーヒデヨシ田畑藤本鼠先輩
スリムクラブ TAIGA トレンディエンジェルナイツ 5GAP みっちー もう中学生 U字工事
ゆってぃヴィンテージ麦芽渡辺直美ダイノジ COWCOW フォーリンラブ狩野英孝
キングオブコメディゴー☆ジャス辻希美里田まい赤いプルトニウム２丁拳銃ものいい
姫ちゃん堀江美都子串田アキラサイキックラバーツートン青木青木隆治いとうあさこ
マリア中森あきない アキリーヌたっつぅん セニョール玉置サイクロンZ エスパー伊東
BBゴロー くじら アナログタロウユリオカ超特Q 小石田純一アンドーひであき JUNKO 
AKBPOID 虎あげは。。小泉エリ八幡カオル トラッシュスター アンバランス マーナ
どぶろっく日本エレキテル連合小出真保じゅんいちダビットソン きくりん山本高広ずん
ニッチェ永野シオマリアッチジャガーズサンシャイン池崎マービンJr カミナリ
ニルベース斎藤パーマ大佐 ANZEN漫才ブルゾンちえみwithB バッドナイス常田
お見送り芸人しんいち中村涼子 アイデンティティ メイプル超合金かもめんたる
ハライチにゃんこスター 東京ホテイソン 新宿カウボーイ平野ノラサンドウィッチマン
如月琉 Mrシャチホコ夢屋まさる脳みそ夫お侍ちゃん りんごちゃん ティモンディ ラジャンタイ
ゾフィー 他多数 ※他沢山のタレントさんが出演している伝説のライブです!!




















