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Special Feature

　会場となった 「ディファ有明」 は、 バブル時代にライブ

ハウス ・ ディスコ 「MZA 有明」 だった建物で、 当時はあ

の M.C. ハマーもライヴを行い、 1990年 3月に 24年振

りに来日 （厳密には 1980年以来…） したポール・マッカー

トニーが記者会見とライブ ・ パフォーマンスを行った場所

でもある。 その後、 改装を経て 2000年に日本初の格闘

技専用アリーナとしてオープンし、 現在もプロレス団体の

プロレスリング・ノアが事務所、道場、合宿所を置いている。

　駐車場に停まるノアのロゴが入ったバンを横目にしなが

ら入り口に向かうと、 18 ： 00の開場を待つ人が列を作っ

ていた。 客層は 20~30代の若い世代の人たちがほとん

どだったが、 中には子連れの親子の姿もあった。

　18:00を少し回っていよいよ開場。 19:00の開演時間が

迫る毎に客席が徐々に埋まっていき、 開演前には収容人

数約 1000人ほどの客席が満席となった。 このリアル会

『内村さまぁ～ず』 5年目突入イベント

　『内村さまぁ～ず』 はインターネット映像配信サイトで放送されているバラエティ番組で、 毎回ゲストを 「司

会者 （MC）」 として迎え、 出演者である内村光良とさまぁ〜ずを相手に、 行き当たりばったりなその場まか

せの展開で送る “脱力系成り行きバラエティ ” 番組。 2006年 11月 1日に始まったその 『内村さまぁ～ず』

が遂に 5年目を迎え、 11月 19日に 「ディファ有明」 にて番組始まって以来初のリアルイベントに挑戦！　

同時に、 遠方に住んでいるユーザーにも 『内さまイベント』 を楽しんでいただけるようにと、 「e シアター内」

に WEB 特設会場を設け、 番組史上初となる生配信 （有料） を展開した。 今号の巻頭特集は、 楽しいクリ

スマスも間近ということで、 暫しジャズ・音楽と離れて “脱力系成り行きバラエティ ”番組 『内村さまぁ～ず』

のイベントに潜入して来ました！                          【2010.11.19 「ディファ有明」 にて　　取材＆文：加瀬正之】
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場とは別に 「e シアター内」 の WEB 特設会場でも、 番

組史上初となる生配信が行われていたが、 音楽系のコン

サート / ライヴともまた異なる雰囲気で、 幼い頃にブラウ

ン管を通して見ていた 『8時だョ！全員集合』 もこんな雰

囲気だったのだろうか…。

　今回のイベントのタイトルは 『祝！ 5年目突入記念　公

開内村さまぁ～ず　編集しないとこんな感じになっちゃいま

すよ！？　しかも生配信って！！』。

　ステージは第 1部と第 2部に分かれており、 第 1部は

9組のお笑い芸人が出場した 『内村さまぁ～ずにゆかりの

ない若手芸人！　内さま出演を掛けた大笑い祭り！！』。

第 2部は東貴博と鳥居みゆきをそれぞれゲスト MC に

迎えてコーナーが設けられており、 有吉弘行も参加した

『公開内村さまぁ～ず生配信に呼んじゃイケナイ芸人呼ん

じゃったスペシャル！』。

写真提供 ：ケイマックス ・ブラザース
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≪オープニング≫

　スクリーンにオープニング ・ ムービーが映し出され、 そ

の後ウッチャンとさまぁ～ずの 3人が会場に入る扉の外に

立っている映像にスイッチ。 会場全体から大きな歓声が上

がる。 ステージに出ようとウッチャンが扉に手をかけようと

すると、 大竹がトイレに行きたくなって、 3人ともトイレの

中へ…この感じもこの 3人ならでは。 用を足して出て来る

と 3人がいよいよ会場へ。 しかし、 映像はお客さんが入

る前の会場。 実は開演直前に会場後方の通路部分に 3
つの大きな箱が運び込まれていたのだが、 映像では会場

前にそれぞれ箱の中に 3人が忍び込む映像で終了。

　その箱から 3人が出てくると悟った客席からどよめきや拍

手が沸き起こると、アイドルさながらの歓声が沸きあがる中、

箱を突き破って 3人が登場！　そのままセンターの通路を

通って 3人がステージに向かうが、 3人に触れようと観客

が通路に殺到。 でも、所謂アイドルたちへの反応とは違い、

ちょっと触れたら満足のようで抱きつく客などはいなかった

のが笑えた。 そして、ステージ上のウッチャンがひと言 「最

初だけカッコ良く登場しましたけど、 あとはダラッダラです」。

　まずはステージ下のカンペを見ながら三村が進行。 会場

が広くてどこを見たらいいか分からなかったということで、

とりあえず近い人を見ていようと隣のウッチャンの方を向い

て喋っていた三村に対して、 「何で私に喋るんですか？」

とウッチャンのひと言に会場が爆笑。 そして、 ウッチャンが

突如 「あっ、改めまして内村です」 と言うと、「三村です」 「大

竹です」、 「3人合わせて Parfume です！」 とポーズを決

める 3人。 これをどうしてもやりたかったというウッチャンだ

けはポーズがバッチリ決まっていたが、 ウッチャンの唐突

のアドリブにさまぁ～ず 2人のポーズがバラバラ。 再び会

場が大爆笑の渦に巻き込まれ、 いよいよここから脱力系

成り行きバラエティの各コーナーへ！

第 1部 『内村さまぁ～ずにゆかりのない若手芸人！　内さ

ま出演を掛けた大笑い祭り！！』

　この第一部では一旦ウッチャンとさまぁ～ずの 3人はス

テージから下がり、9組のお笑い芸人が立て続けに登場！

最後に来年の 『内村さまぁ～ず』 出演のキップを掛けて、

お客さんの拍手の大きさによって出演権獲得の優勝 （＝

一組） を決めるという審査方法が採られた。

　今回出場したお笑い芸人は、 流れ星、 ザブングル、 イ

ワイガワ、 やまもとまさみ、 ホーム ・ チーム、 インスタント

ジョンソン、ハマカーン、ななめ 45°、キングオブコメディ。

それぞれ持ち時間は 10分くらいだっただろうか。 この場

で各芸人のネタを書き綴ることは割愛させてもらうが、 テ

レビで見たことのあるお馴染みのフレーズが聞けるなど、

ドカンドカンと会場から爆笑も沸き起こり、 9組のライヴが

テンポ良く進められ、 あっという間に時間が過ぎていった。

　

　やはり生のお笑いライヴはいいなぁ～と大満足させても

らったが、 それと同時にひとつ感心したのは、 勿論マイク

は付けているものの普段からお客さんを前にして場数を踏

んでいるだけあって、みんな声の張りがすごい。これはロッ

クバンドのヴォーカリストに通じるものがあるかもしれない。

　個人的にはザブングル、 唯一のピン芸人として登場した

やまもとまさみ、「ゲスの極み！」でお馴染みのハマカーン、

インスタントジョンソン、ななめ 45°が面白かったが、ステー

ジに戻って来たウッチャンとさまぁ～ずの 3人と共に出場し

た芸人たちがズラッと並び、 順番にお客さんの拍手で審査

を開始。 パラパラとまばらな拍手で終わる芸人や大きな拍

手が沸き起こる芸人がいる中、 その反応に腹を抱えて 「こ

れ、 残酷ですよ」 と爆笑するウッチャンとさまぁ～ずの 3
人と芸人たちのやり取りも笑えた。 優勝は 『キングオブコ

ント 2010』の優勝者でもあるキングオブコメディに輝いた！

つぶやきシロー登場！

　第 1部が終わろうとした時に背後からつぶやきシローが

登場。 楽屋でこのイベントに関して twitter をしていたそう

だが、 つぶやきシローといえばこの 『内村さまぁ～ず』 の

記念すべき第 1回のゲスト MC であり、 最新 99回目を

はじめ計 4回ゲスト MC を務めているが、 いつものように

ウッチャンとさまぁ～ずに適当な感じでいじられそのまま楽

屋へ。 このつぶやきシローの twitter での当日のぶやきは

≪ http://twitter.com/uchisama2010≫で閲覧可能です。

第 2部 『公開内村さまぁ～ず生配信に呼んじゃイケナイ

芸人呼んじゃったスペシャル！』。

　第 2部の最初の企画は 『これが出来たら取っ払い！公

開！東 MAX ランド 2010！』。 この企画はこれまで 2回

配信されていた東貴博がゲスト MC の企画だが、 毎回放

送前にかなりの部分が編集されており、 今回はウッチャン

とさまぁ～ずの 3人も 「生、危なくない？」 と不安がるカッ

ト不可能な生のステージで敢行。

　ルールはウッチャンとさまぁ～ずが東とゲームで対戦し
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て、 東に勝ったらその場でゲームのレベルに応じた商品を

プレゼントという決まり。 そのプレゼントを紹介をしたのが、

『内村プロデュース』 という番組の名物キャラクターであっ

た猫男爵に扮装した有吉弘行。

　

　このゲームの面白さと脱力感は実際に目にしないと伝え

づらいが、 最初に選んだゲームはレべル 1の 「真剣白刃

取り対決」。 それぞれが立ち位置やポーズに関して文句

が出たり、 茶々を入れたりとなかなか進行しないグダグダ

感も良かったが、 途中大竹の顔面に三村の手か何かが

当たり二次災害が発生！　「俺、 鼻血出てない？」 と鼻先

が赤くなった大竹に全員が爆笑するなど会場も大いに盛り

上がり、 結局東の勝利。

　続いてレベル 3の 「カップラーメン早食い対決」。 ここで

の対決は東 vs 三村。 テーブルに用意された数々のカップ

ラーメンの中から三村はお湯を注いでから出来上がりまで

3分のシーフードヌードルを選択し、 東は 4分かかる高級

そうなカップラーメンを選択。スタートと同時にカヤクやスー

プを入れてお湯を注いで時間を待つことになるが、 意外に

カヤクやスープの袋が多くて手こずる東。 だが、 お湯を注

いでから 1分ほどで東が硬麺のまま食べ始め、 三村もそ

れに続くが、 東が先に完食して勝利。

　そして、 レベル 2の 「有吉とお客さんあだ名付け対決」。

カメラが客席に向けられ、 お客さんの顔に緊張の表情が浮

かぶが、 最初に写し出されたのは第 1部に登場した芸人

ザブングルの加藤、 続いてななめ 45°の岡安。 その後客

席の男女ひとりずつ素人さんが選ばれたが、 大竹と有吉と

の対決の中で選ばれた女性のお客さんに、 有吉が下ネタ

な 「●●●譲」 の名前を付けたため大竹の勝利に。 残念

ながらこの対決はおまけ対決だったので、 プレゼントはな

かったが、 会場全体が笑いに包まれる対決となった。

　ラストはレベル 2の 「恒例！紙風船叩き割り対決」。 ヘ

ルメットの上に付いた紙風船を先に割った方が勝ちという

単純明快なゲームだったが、東の頭には風船が 3つ。ウッ

チャンとさまぁ～ずの頭にはそれぞれ 1つずつの風船が

付けられ、 まずはウッチャンが東の風船を割り、 断然有

利と思われた中、東独断のルールで1人抜けることになり、

バテバテの三村が抜けることに。 また、 東の頭に付いて

いた 3つの風船の真ん中が割れて取れた姿を見て、 ウッ

チャンとさまぁ～ずが 「お前何かミッキーマウスみたいだ

な」 と突っ込み会場も爆笑に。 続いて、 大竹が東の 2つ

目の風船を割ってそのまま抜け、 ウッチャンと東の一騎打

ちに。 暫く睨み合いの試合が続き、 会場も固唾を飲む中、

「パーン！」 という破裂音を響かせるウッチャンの見事な

一撃が決まって勝負あり！　会場中の拍手喝采で大盛り

上がりの中、 ウッチャンとさまぁ～ずが抱き合って勝利の

喜びに浸っていた。 何となく昭和のお笑い番組の匂いも

感じて懐かしい気分にさせてもらったと思っていた所、 ここ

で突如東が次の仕事のためこのコーナーが終了。 第 2部

最後となるコーナー 『鳥居みゆきの扱いに少々困りながら

のドキドキ大喜利大会！』 に突入となった。

　客席の扉を押し開けて 「ナンチャンはどこだー！」 など

とわめきながら鳥居みゆきが登場！　有吉扮する猫男爵

がウッチャンとさまぁ～ずに羽織を渡し、 3人が鳥居みゆ

きのお題に答える形で大喜利挑戦となった。 鳥居みゆき

のすっとんきょうなお題に翻弄されながら、 『内村さまぁ～

ず』 ならではなのグダグダ感も全開！　途中で鳥居みゆ

きがやたらとウッチャンにだけ駄菓子のうまい棒を渡し、

それをウッチャンが食べ続ける姿も笑えたが、 開演から 2
時間半も経っていたこともあり、コーナー後半で時間切れ。

　

　最後はウッチャンとさまぁ～ず 3人が客席に向かってサイ

ンの入ったカラーボールを投げてイベントが終了。 あっとい

う間に時間が過ぎ去ったが、 脱力感満載の大満足のイベ

ントだった。 次なるイベントにも期待します！

　この 『内村さまぁ～ず』 は 2000~2005年までテレ

ビ朝日系列で放送されていたバラエティ番組で、 プロ

デューサー ・ 内村光良が毎週独自の手法とコンセプト

で様々な事物をプロデュースする 『内村プロデュース』

と出演者やスタッフが一部共通し、 その流れを汲むよ

うな脱力系のバラエティ番組。 音楽的には、 その 『内

村プロデュース』からはさまぁ〜ずも参加し、クレイジー

ケンバンドのボーカル横山剣プロデュース曲収録の

『NO PLAN』 （2003年）、 現ザ ・ クロマニヨンズの真

島昌利書き下ろしの曲収録の 『LAST PLAN』 （2006
年） と 2枚のフル ・ アルバムをリリースした実績を持

つが、 『内村さまぁ～ず』 でも今回のイベントに続く面

白い企画に期待したい！

　さまぁ〜ずはこの 『内村さまぁ～ず』 の他に、『さまぁ

〜ず×さまぁ〜ず』 『モヤモヤさまぁ〜ず 2』 『トゥルル

さまぁ〜ず』 など、 様々な脱力系番組を届けてくれて

いるが、いつもそのゆる～い脱力感に癒されています。
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1.   つぶやきシロー　≪仲良し 3人組麻布十番アピールツアー≫
2.   日村勇紀 （バナナマン）　≪ぶらりタクシー途中下車の旅≫
3.   天野ひろゆき （キャイ〜ン）　≪俺たちちょいとムチャするぜ !1≫
4.   設楽統 （バナナマン）　≪俺達 即答倶楽部 ! ≫
5.   フットボールアワー　≪ほろ酔いキャラで新年会 ! ≫
6.   竹山隆範 （カンニング）　≪好奇心旺盛な男達≫
7.   板倉俊之 （インパルス）　≪俺達 何でもお見通し ! ≫
8.   ケンドーコバヤシ　≪俺達 バイトの達人 ! ≫
9.   出川哲朗　≪オーストラリアすごろくツアー ! ≫
10. つぶやきシロー　≪定員制満喫オーストラリアツアー ! ≫
11. イジリー岡田　≪何でも選手権 ! ≫
12. 有野晋哉 （よゐこ）　≪俺達 激写隊 ! ≫
13. 天野ひろゆき　≪俺達ちょいとムチャするぜ !2≫
14. 設楽統 （バナナマン）　≪ザッツ ・オムニバス大作戦 ! ≫
15. アンガールズ　≪俺達そこそこアクターズ !! ≫
16. レッド吉田 （TIM）　≪我ら、 初老べからず !! ≫
17. ゴルゴ松本 （TIM）　≪そろそろリーダー決めようぜ ! ≫
18. ホリ　≪笑いの三段活用が出来る男達 ! ≫
19. 名倉潤 （ネプチューン）　≪必ず奇跡を呼んじゃう男達 ! ≫
20. 小木博明 （おぎやはぎ）　≪俺達、 古き良き時代を振り返り隊 ! ≫
21. 出川哲朗　≪若手との壁崩壊記念日≫
22. 土田晃之　≪目指せ ! マルチタレント　芸の幅スクール ! ≫
23. ビビる大木　≪東京喫茶店はしご旅≫
24. ゲストなし　≪俺達、 突然招待されちゃうぜ ! ≫
25. 児嶋一哉 （アンジャッシュ）　≪大自然クイズ≫
26. バナナマン　≪ 5人揃えば潰しが利く男達 ! ≫
27. 有吉弘行　≪有吉の単独ライブを成功させよう ! ≫
28. 上島竜兵 （ダチョウ倶楽部）　≪年忘れ ! かくしていた芸大会≫
29. ずん　≪新春 ! 超自然クイズ ! ≫
30. アンガールズ　≪鍋の可能性を探る男達 ! ≫
31. 東貴博 （Take2）　≪これが出来たら取っ払い ! ≫
32. 千秋　≪こたつの良さを痛感したい男達 ! ≫
33. ゴルゴ松本 （TIM）　≪若手女芸人との壁崩壊記念日≫
34. カンニング竹山　≪カンニング竹山結婚 1周年おめでとうツアー ! ≫
35. 有野晋哉 （よゐこ）　≪カニ食べ尽くしツアー ! ≫
36. 児嶋一哉 （アンジャッシュ）　≪超大自然クイズ 春の陣≫
37. イジリー岡田　≪何でも選手権 ! Part2≫
38. 青木さやか　≪公園遊具の限界を探る男達 ! ≫
39. TKO　≪ TKO 東京進出 5回目記念 ! 東京人にしてあげよう ! ≫
40. 出川哲朗　≪男 ・出川哲朗のトークを存分に堪能したい男達 ! ≫
41. 土田晃之　≪ 2008年夏を先取り ! 愛車を徹底的に洗おうぜ !! ≫
42. 有吉弘行　≪ザ ・有吉弘行 MC への道 ! 〜トークパラダイス〜≫
43. サンドウィッチマン　≪枕の可能性を徹底的に探る男達 ! ≫
44. バナナマン　≪江戸東京博物館巡りツアー ! ≫
45. オアシズ　≪男なら私を口説いてみなさいよ ! ≫
46. ずん　≪超大自然クイズ 〜夏の陣〜≫
47. 有野晋哉 （よゐこ）　≪中途半端が大嫌い ! 駄菓子食べ尽くしツアー !! ≫
48. 天野ひろゆき （キャイ〜ン）　≪俺達ちょいとムチャするぜ 3≫
49. TKO　≪ TKO 東京進出成功記念 !! 東京人検定ツアー !! ≫
50. 出川哲朗　≪そろそろソフトボールの練習がしたい男たち !! ≫

51. ビビる大木　≪東京蕎麦屋 はしご旅 !! ≫
52. 日村勇紀 （バナナマン）　≪そろそろ人間ドックで不安を解消したい男達 ! ≫
53. つぶやきシロー　≪ケチの噂を吹き飛ばせ ! 新春 !! 超若手芸人宅お年玉放出ツアー ! ≫
54. 千秋　≪さまぁ〜ずのコンビ結成 20周年を笑いナシで祝っちゃう男達 ! ≫
55. 出川哲朗　≪そろそろ男を磨きたい男達 ! ≫
56. レッド吉田 （TIM）　≪レッド吉田の良さをとことん引き出す男達≫
57. 東貴博 （Take2）　≪東貴博の半生を振り返るツアー !! ≫
58. 土田晃之　≪女性の扱いにそこそここなれた男達≫
59. バナナマン　≪急にテーマ曲を作っちゃう男達 ! ≫
60. ナイツ　≪どんなお題でも多彩な話術を繰り広げちゃう男達 ! ≫
61. 天野ひろゆき （キャイ〜ン）　≪俺達ちょいとムチャするぜ ! 4≫
62. バカリズム　≪フリップその全てを知りたがる男達 ! ≫
63. U 字工事　≪ U 字工事の栃木人をなめんなよ ! ≫
64. 岡田圭右 （ますだおかだ）　≪私、 岡田のことをわざわざ知って下さる男達 ! ≫
65. オードリー　≪オードリーの可能性を知っておきたい男達 !! ≫
66. 狩野英孝　≪神社について僕イケメンに教わりたい男達 ! ≫
67. 柳原可奈子　≪柳原可奈子を口説きオトしたい男ども≫
68. アンタッチャブル　≪とにかく休みは欲しいけど いざ休みになると何をしたら良いのかよくわからない男達 ! ≫
69. ビビる大木　≪町のサウナ屋さんぶらり旅≫
70. ずん　≪超大自然クイズ 〜超夏の陣〜≫
71. 有野晋哉 （よゐこ）　≪究極の食欲の秋を楽しむ男達 ! ≫
72. 上島竜兵 （ダチョウ倶楽部） ＆安田和博 （デンジャラス） 
　　 ≪今こそ上島竜兵という男について真剣に考える安田達 ! ≫
73. 大久保佳代子 （オアシズ）　≪大久保佳代子の可能性を教えられる男達 ! ≫
74. 東貴博 （Take2）　≪これが出来たら取っ払い 東 MAX ランド 2009≫
75. ふかわりょう＆つぶやきシロー　≪明日からイライラしないで過ごす男達 !! ≫
76. 出川哲朗　≪そろそろ人間ドックで体の不安を解消したい男達 2009! ≫
77. ゲストなし　≪祝 ! 2010年 !! 内さま新春放談 ! ≫
78. 東京 03　≪そろそろ白黒ハッキリさせたい男達 ! ≫
79. サンドウィッチマン　≪勝手に修学旅行気分を味わっちゃう男達 ! ≫
80. オードリー　≪若林の悩みを是が非でも今すぐに解決したい男達 ! ≫
81. ビビる大木　≪東京ラーメン屋はしご旅≫
82. ゴルゴ松本 （TIM）　≪無趣味な人生を改め多趣味になりたい男たち≫
83. いとうあさこ　≪いとうあさこの人生に共感したい男達 ! ≫
84. 有吉弘行　≪本当は有吉の様に思う存分毒を吐きたい男達 ! ≫
85. 土田晃之　≪老後の為に自分の体を知っておきたい男達 !! ≫
86. 岡田圭右 （ますだおかだ）　≪生放送でちゃんと間を埋められる男になりたい男達 ! ≫
87. 木本武宏 （TKO）　≪木本を待つ男達 !! ≫
88. 寺門ジモン （ダチョウ倶楽部）　≪ジモンワールドに入りたがる男達 ! ≫
89. 鳥居みゆき　≪私 ・鳥居みゆきの扱いに少々困っている男達 ! ≫
90. ゲストなし　≪光良を待つ男達 !! ≫
91. TKO　≪エセな男達 ! ≫
92. 小島よしお　≪早稲田大学でキャンパスライフを体感したい男達 ! ≫
93. 木本武宏 （TKO）　≪超大自然クイズ 2010 in 沖縄 !! 前半戦≫
94. 木本武宏 （TKO）　≪超大自然クイズ 2010 in 沖縄 !! 後半戦≫
95. 有野晋哉 （よゐこ）　≪究極の食欲の秋を楽しむ男達 2010≫
96. ウド鈴木 （キャイ〜ン）　≪オジサン達の持ち味を引き出す企画発表会 !! ≫
97. 小島よしお＆狩野英孝　≪明日からイライラしないで過ごす男達 ! ニュージェネレーション≫
98. 劇団ひとり　≪ 3つのお題を巧みに操る男達！ ! ≫
99. つぶやきシロー　≪そろそろ人間ドックで体の不安を解消したい男達 ! 2010! ≫

番組スタートから2010年11月30日現在までの『内村さまぁ〜ず』のゲストMC+番組内容を一挙公開！
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記念すべき vol.1から最新号の vol.25まで 『内村さまぁ〜ず』 DVD絶賛発売中！

内村さまぁ～ず vol.1
発売日 :2008/03/19
定価 : ￥2,200
アニプレックス：MHBW-248

内村さまぁ～ず vol.23
発売日 :2010/10/27
定価 : ￥2,200
アニプレックス：ANSB-5803X

内村さまぁ～ず vol.24
発売日 :2010/10/27
定価 : ￥2,200
アニプレックス：ANSB-5804X

内村さまぁ～ず vol.25
発売日 :2010/10/27
定価 : ￥2,200
アニプレックス：ANSB-5805X

　★ 『内村さまぁ〜ず』 公式サイト⇒ http://uchisama.com/

　　　 上記サイトにて 『内村さまぁ〜ず』 最新話が毎月 1日、 15日 0:00無料公開！


