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【お問い合わせ】

WAHAHA本舗株式会社 info@wahahahompo.co.jp
ＴＥＬ：03－3486－2666 ＦＡＸ：03－3486－2674

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2－5－7 第一本間ビル１Ｆ

担当：営業推進部 三岡鉱吉朗

WAHAHA本舗では、企業パーティーや記念事業、地域イベント、学園祭、
講演会など、珠玉のメニューをご用意しています。
お笑いステージや音楽イベント、トークショー、ウェディングパーティーの
司会などお客さまのニーズにお応えします。お気軽にお問い合わせください。

mailto:info@wahahahompo.co.jp


WAHAHA本舗ではこんなことができます。

●演芸会・企業パーティーの出演
●ディナーショー①（梅垣義明）
●ディナーショー②（タマ伸也＆大江戸ワハハ本舗娯楽座）
●学園祭の出演
●ウェデイングパーティーでのMC・トーク・余興の出演
●学校公演・キッズショー
●講演会、トークショー
●WAHAHA主宰 喰始の生前葬プラン など

お客様のニーズにあわせてご提案いたします。
お気軽にお問い合わせください。

ＷＡＨＡＨＡ本舗営業メニュー



ＷＡＨＡＨＡ演芸会・企業パーティー

提案可能タレント： 梅垣義明、ポカスカジャン、猫ひろし、３ガガヘッズ、
冷蔵庫マン・大江戸ワハハ本舗・娯楽座、はまこ・テラコ、
ふうらいぼう。 他全芸人対象

対応可能時間 ： ３０分～９０分
①３０分の場合 （１組～２組）
②６０分の場合 （２組～３組）
③９０分の場合 （３組～５組）

企画・出演料 ：３０分 １５万円～（税別・交通費別途）
※時間、タレントにより変動あり

ご予算によりご相談に応じます。



ＷＡＨＡＨＡ本舗ディナーショー ①

＜梅垣義明 ディナーショー＞

シャンソン・ポップスなどの定番曲を、梅ちゃん流にアレンジしてお届けする
抱腹絶倒なショー。ホテルならではの格調高さ・敷居の高さを梅ちゃんがひょいと
飛び越えます。客席とステージの境目を無くした「バリアフリーショー」とは本人
の弁。お客様を喜ばせたい一心で行われる梅ちゃんの「過剰なサービス」は、
あふれる愛情の証。一度体験すれば、何度も体験したくなるディナーショーです。

提案可能タレント ： 梅垣義明
杉浦哲郎（ピアニスト：プラスギス所属）

対応可能時間 ： ３０分～９０分

企画・出演料 ： ご予算によりご相談に応じます

※３０分の場合、杉浦氏が出演しないカラオケ音源のみの演目内容になります。



ＷＡＨＡＨＡ本舗ディナーショー ②

＜タマ伸也＆大江戸ワハハ本舗・娯楽座 ディナーショー＞

冗談音楽ユニット・ポカスカジャンのタマ伸也とWAHAHA本舗の若手
「大江戸ワハハ本舗娯楽座」によるエンターテインメントショー。

歌あり踊りあり、もちろんワハハならではの爆笑トークやコントも
披露します。極上のショーをご堪能ください。

提案可能タレント：タマ伸也（ポカスカジャン）／大江戸ワハハ本舗・娯楽座

対応可能時間 ： ６０分～９０分

企画・出演料 ： ２０万円～

ご予算によりご相談に応じます。



ＷＡＨＡＨＡ本舗 学園祭

＜WAHAHA本舗 学園祭＞

歌と笑いがあれば、学園祭はいつも大盛り上がり！！
ポカスカジャン・猫ひろし・３ガガヘッズやワハハの若手ユニットによるショー
は、老若男女、誰でも気軽に見られるお笑いです。
客層・会場の雰囲気に合わせた構成でご提案いたします。

提案可能タレント：ポカスカジャン/猫ひろし/ ３ガガヘッズ
大江戸ワハハ本舗・娯楽座／はまこ・テラこ
ふうらいぼう。 ほかワハハ本舗全芸人対象

対応可能時間 ： １５分～６０分（２組～５組程度）

企画・出演料 ： ご予算によりご相談に応じます。



ＷＡＨＡＨＡウェディング（MC・トーク・余興）

＜ＷＡＨＡＨＡウェディング＞

人生の門出となる結婚式。記念すべきセレモニーをワハハ本舗がお手伝いします。
新郎新婦の馴れ初めやお互いへの想いを大久保ノブオやタマ伸也が歌でお祝いします。
また、３ガガヘッズが極上のパフォーマンスでウェデイングを盛り上げます。
ウェデイングパーティーの余興はワハハ本舗の最も得意としたところ、ご列席の

みなさまへの「過剰」ともいえるサービスとして、梅垣義明などワハハの珠玉の芸人
が暴れ回ります。記念すべき日の忘れられない時間として、最高に「面白い」
「感動する」エンターテインメントはいかがでしょうか。

提案可能タレント ： 梅垣義明・ポカスカジャン
大久保ノブオ（ポカスカジャン）
タマ伸也（ポカスカジャン）
３ガガヘッズ
大江戸ワハハ本舗・娯楽座 ほか
ワハハ本舗全芸人対象

対応可能時間：１５～３０分 企画・出演料：ご予算によりご相談に応じます



学校公演・キッズショー

＜学校公演・キッズショー＞

幼稚園、保育園、小中学校、高等学校などの学校公演やお子様向けのキッズショー、
ワハハ本舗ならではのお笑い、パフォーマンスなどで大盛り上がり！
カンボジア国籍の猫ひろし、パフォーマンスグループ３ガガヘッズなど
客層・会場の雰囲気に合わせた構成でご提案いたします。

提案可能タレント： ３ガガヘッズ （学校公演・キッズショー）
猫ひろし （学校公演）

対応可能時間 ： ３０分～９０分（１組～２組程度）

企画・出演料 ： ご予算によりご相談に応じます



ＷＡＨＡＨＡ本舗 講演会・トークショー

＜WAHAHA本舗 講演会・トークショー＞

「いかに前向きに生きていくか」。個性豊かな各講演者が「分かりやすく」ためになる」トークを
行います。時には若手劇団員や講演参加者を交えることもあり、お客様との垣根をなくす』講演は、
まさに「ワハハ本舗」のポリシーそのものです。

提案可能タレント： 正司歌江

テーマ：「人と人、心と心のふれあい」「いつまでも若く、美しく（長寿社会へ）」など

ヤン ヨンヒ

テーマ：「映画のススメ」「ドキュメンタリー映画の作り方」「在日コリアンの歴史」など

アジャコング

テーマ：「強くなりたい」～心も体も、もっともっと強くなりたいあなたへ～

イジメられっ子だった私がプロレスラーになるまで

猫ひろし
テーマ 「オリンピックまでの道」「カンボジアのおもしろ話」「マラソンの楽しみ方」

３ガガヘッズ
テーマ：「３ガガヘッズの勝手にワールドツアー」

喰始（たべはじめ）
テーマ：「喰始のエンターテインメントの作り方」 など

対応可能時間：３０分～１２０分 企画・出演料：ご相談に応じます



講師プロフィール

正司歌江（しょうじ うたえ）
両親が旅役者だったことから、3歳で初舞台、12歳の頃、次女・照枝と組んだ姉妹コ
ンビは、天才少女漫才と喝采をあびた。
後に、三人姉妹(長女・歌江、次女・照枝、三女・花江)で『かしまし娘』を結成。
♪うちら陽気なかしまし娘♪のテーマソングと共に老若男女を問わず全国に親しまれ、
不動の人気を得る。
近年は女優としてテレビドラマやトーク番組、舞台演劇、映画、講演などに幅広く活
躍中！ 2009年5月 WAHAHA本舗に所属。新たなる活動に乞うご期待！

ヤン ヨンヒ(やん よんひ）
2003年5月ニュースクール大学(米国・ニューヨーク市)大学院 コミュニケーション学部
メディア研究学科において修士号取得 1987年3月朝鮮大学校(東京) 文学部卒業
2010年- ワハハ本舗所属 2004年- ドキュメンタリー&劇映画制作に取り組む
1997年-2003年 NY滞在、ビデオジャーナリストとして取材活動する傍ら大学院へ通う
1994年-1996年 AM神戸や毎日放送(大阪)ラジオにてレギュラーパーソナリティを勤め
るビデオジャーナリストとしてタイ・中国・バングラディシュなどでニュース映像を制作
1989年-1993年劇団パランセを旗揚げ制作、女優として参加
1987年-1990年大阪朝鮮高級学校にて国語科教師を務める

アジャコング（あじゃ こんぐ）
立川市生まれ。女子プロに憧れ1986年9月16日デビュー。
裏拳・バックドロップ・垂直落下式ブレーンバスターを得意技とし、リングで暴れまく
るフリープロレスラーとして活躍中
一方でその人間性を多分に活かし、多面にわたる芸能活動を展開する心優しき最強女子
プロレスラー。2010年7月 WAHAHA本舗に所属。新たなる活躍に乞うご期待



猫ひろし（ねこ ひろし）
147cmの小さな巨人・猫ひろし。お茶の間に浸透したギャグ百連発！未だ進化中！芸人
でその傍ら芸能界きっての健脚。2008年東京マラソンで本格的にマラソンに着手。
2010年にはフルマラソン3時間切り、サブスリーランナーとなる。2011年11月カンボ
ジアにてオリンピック代表になるべく国籍を変更する。一度、カンボジア代表で ロンドン
オリンピック出場決定となるが、IOCより参加資格を満たしてないと判断され、オリン
ピック消滅となった。それでも走り続け、4年後、リオオリンピック出場を果たした。
●2005年「みうらじゅん賞」受賞●2008年11月「宮崎県都城市地場産業P大使」に

任命 ●K-1MAX小比類巻太信ジム小比類巻道場名誉会員第1号●枕崎かつお節大使●市原市観光大
使●おじゃんせ霧島大使 2001年3月活動開始。フリーでお笑いLIVEに出演。

喰始（たべ はじめ）
WAHAHA本舗主宰・代表取締役・演出家・放送作家。放送作家として沢山伝説的な
バラエティ番組を生み出す。1984年に私財を投じてWAHAHA本舗を結成。 ワハハ本
舗全作品作・演出を手掛ける。映画ビデオ&LD&DVD&フィギュア&漫画&ピンバッ
チコレクター。

３ガガヘッズ（３ガガヘッズ）
世界34カ国で子供も大人も大爆笑！
様々なアイテムを使用しての独創的なパフォーマンスが多く、日本は
もちろん世界３４か国でライブを行い、ファミリーで楽しめるパフォーマンス
が充実！ 毎年出演している「国際児童・青少年演劇フェスティバル
おきなわ」（児童・青少年に質の高い作品を届けるフェス）では「フリンジ
大賞」を受賞、高い評価を受けています。



ＷＡＨＡＨＡ本舗 主宰・喰始の生前葬プラン

＜WAHAHA本舗 喰始の生前葬プラン＞

生前葬とは・・・人生の同窓会である。「自宅でこじんまり親族とやるもよし」
「好きな飲食店を貸し切って美味しいものを振舞うもよし」「ホテルやセレモニー
ホールで多数の参列者と過ごすもよし」「コンサートホールや球場を借り切って
豪華にやるもよし」。 人生の同窓会に定義はございません。主人公（喪主）に
なられるあなたが参列して下さった皆様と、ご自身の人生を振り返って幸せを噛み
締め、感謝の気持ちを振舞ってみてはいかがでしょう。
参列者との再会の喜び、再現ＶＴＲや芝居での自分の人生を振り返り、感動と感謝
の気持ちあふれるセレモニーを開いてみませんか？

提案可能タレント ： ワハハ本舗全芸人対象

対応可能時間 ： ３０分～１２０分

企画・出演料 ： 依頼者の企画内容にて応相談



講演会
・白鷺特別支援学校（江戸川区）・小岩中学校（江戸川区）・建装工業セミナー懇親会（愛知県）・東京信用金庫セミナー懇親会（上野）
・豊川市立小坂井中学校（東京）・江戸川区西葛西中学校（江戸川区）・神戸 近畿産業信用金庫（神戸）・共栄大学（埼玉）・目白大学
（新宿）・春江中学校（江戸川区）・八王子市立横山第一小学校・東海大学付属札幌高等学校（サンルートプラザ東京）・山口大学教育学
部付属山口小学校（山口県）・とりぎんマスターズ（鳥取）・プルデンシャル保険会社 ・JTB東南アジア旅行説明会（東京都）・日本
工学院（東京都）・江東区立第四大島小学校（東京都）・枕崎小学校（鹿児島県）

マラソン大会ゲストランナー
・下関海響マラソン（山口県）・福岡マラソン（福岡）・ノーザンホースパークマラソン（北海道）・豊川リレーマラソン（愛知県）・福
井マラソン（福井県）・久慈あまちゃんマラソン（岩手県）・枕崎新春かつおジョギング（鹿児島）・阿波シティマラソン（徳島県）・京
都マラソン（京都府）・オレンジマラソン（神奈川県）・よみうりリレーマラソン（東京都）・福岡小郡ハーフマラソン（福岡県）・ハイ
テクハーフマラソン（東京都）・日産スタジアム駅伝（東京都）・垂井町まちづくり協議会主催～猫ひろしとまちを楽しくジョギングしよ
う～（岐阜県）・都城さくらマラソン（宮崎県）・笛吹市桃の里マラソン（山梨県）・愛媛マラソン（愛媛県）・広島リレーマラソン（広
島県）・塩原温泉湯けむりマラソン（栃木県）・かまいし仙人峠マラソン（岩手県）・佐久市ハーフマラソン（長野県）・出水ツルマラソ
ン（鹿児島）・大阪ハルカススカイラン（大阪府）・宇都宮マラソン（栃木県）・熊本マラソン（熊本県）・紀美野ふれあいマラソン（和
歌山県）・加計呂麻島ハーフマラソン（奄美大島）・阿智村駅伝（長野県）・金沢百万石ロードレース（石川県）・ビーナスマラソン（長
野県）・調布テンケーマラソン（東京都）・かつしかふれあいRUNフェスタ（東京都）・南九州駅伝（鹿児島）・天草マラソン（熊本県
）・日光ハイウェイマラソン（栃木県）・那須塩原ハーフマラソン（栃木県）・ハイテクタウン駅伝（東京都）・おろちゃんマラソン（北
海道）・きみまち二ツ井マラソン（秋田県）・ヤフオクドームリレーマラソン（福岡県）・柏ウィングアスリートクラブ駅伝（千葉県）・
厚木青年会議所こどもマラソン（東京都）・仙台国際ハーフマラソン（宮城県）・板橋Cityマラソン（東京都）・愛媛県大洲スポーツイベ
ント（愛媛県）・国際青島太平洋マラソン（宮城県）・おかざきマラソン（愛知県）・川越ハーフマラソン（埼玉県）・東京タワーステア
レース（東京都）・淡路国生みマラソン（淡路島）・久米島ハーフマラソン（久米島）・お台場駅伝（東京都）・日本平桜マラソン（静岡
県）・山伏修行ラン（京都府）・上里町乾武マラソン（埼玉県）・別府大分マラソン（大分県）・兵庫市市川マラソン（兵庫県）・湘南国
際ハーフマラソン（神奈川県）・岡山６時間リレーマラソン（岡山県）・仁淀川ふれあいマラソン（高知県）・碓氷峠ラン（長野県）・お
笑いエンタメマラソン 皇居（東京都）・日産スタジアム フルマラソン ももクロライブ（神奈川県）・江東区夢の島マラソン（東京都
）・東和ロードレース（福島県）・立川シティーマラソン（東京都）・くすのきカントリーマラソン（山口県）・淀川寛平マラソン（大阪
府）・湘南藤沢マラソン（神奈川県）・防府読売マラソン（山口県）・ちばアクアラインマラソン（千葉県）・ツインリンクもてぎマラソ
ン（栃木県）・歴史街道丹後100Kmウルトラマラソン（京都府）・北海道マラソン（北海道）・札幌６時間リレーマラソン（北海道）・
白鷹若鮎マラソン（山形県）・魚津蜃気楼マラソン（富山県）・富士五湖マラソン（山梨県）・戸田マラソン（埼玉県）・九十九里蓮沼ビ
ーチパークマラソン（千葉県）・長野菅平高原スカイライントレイルランレース（長野県）・サロマ湖１００Kmマラソン・長野マラソン
（長野県）・とうごう天神梅マラソン（鹿児島県）・焼津みなとマラソン（静岡県）・鳥屋野潟スポーツ公園フェスタ（新潟県）・フレス
タひろしまリレーマラソン（広島県）・兵庫県市川マラソン（兵庫県）

講演会・マラソンゲストランナー 実績



ホテルなどでの企業パーティーやショッピングモールのイベントの出演

行政機関、文化振興財団など文化ホールでの自主事業の企画・出演

全国の小中髙等学校での芸術鑑賞会や学園祭などの出演など

お客様のご要望、ニーズにきめ細やかに対応いたします。

皆さまからのご連絡をお待ちしております。

お問い合わせ

お電話：０３－３４８６－２６６６

メール：info@wahahahompo.co.jp

WAHAHA本舗株式会社 営業推進部


