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■みんわらウィーク　A3二つ折チラシ　表面

※会場内でのドローンの飛行・撮影は禁止とさせていただきます。※来場者多数の場合は、入場制限となる場合がございます。※雨天・荒天時は、予定変更・中止とさせていただく場合がございます。
※出演者及び出演時間は急きょ変更となる場合がございます。※イベントは一部有料となっております。あらかじめご了承ください。

お問合せ 株式会社よしもとエリアアクション 011-219-1122（平日10：00～18：00）TEL
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ファミリーマート店舗
Famiポートのトップメニュー

「チケットよしもと」ボタンをタッチ

直 接 購 入

チケットよしもと 
ht tp: // yosh imoto. fun i t y. jp /

予約問合せダイヤル 0570-550-100（24時間）

吉 本 新 喜 劇 ワールド ツ アー 、みん わら 寄 席 、C O N T S 、道 民 笑 い の日お 笑 いライブの チ ケットご 購 入 は こちら

S D Gｓウォーク 2 0 1 9 i n みん わらウィークの チ ケットご 購 入 は こちら ※当日朝８：００まで購入可能

札幌コンベンションセンター会場図
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後援：北海道新聞社　HBC北海道放送　STV札幌テレビ放送　HTB北海道テレビ　TVhテレビ北海道　UHB北海道文化放送

STVラジオ　AIR-G'エフエム北海道　FMノースウェーブ　一般社団法人日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会  

※問合せは10：00～18：00

吉本新喜劇ワールドツアー Yコード：107600

みんわら寄席 第1・2部 Yコード：107867

みんわら寄席 第3部 Yコード：107944

CONTS Yコード：107868

道民笑いの日お笑いライブ Yコード：107869
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エントランスホール

・みんわら縁日

・みんわら寄席

・CONTS

・みんわらお笑いステージ

・食のブース 他

・吉本新喜劇

 ワールドツアー

・M-1予選

・ワークショップ

 コレクション

道新プレイガイド
オンラインストア
ht tps : //dos h in -p laygu ide . jp /

電話 0570-00-3871
 （10：00～18：00、日曜定休）

チケットぴあ
電話 0570-02-9999

吉本新喜劇ワールドツアー Pコード：494-126

みんわら寄席 第1・2部 Pコード：494-862

みんわら寄席 第3部 Pコード：495-758

CONTS Pコード：495-265

道民笑いの日お笑いライブ Pコード：494-864

ローソンチケット
電話 0570-084-001

吉本新喜劇ワールドツアー Lコード：10060

みんわら寄席 第1・2部 Lコード：12480

みんわら寄席 第3部 Lコード：11487 

CONTS Lコード：12426

道民笑いの日お笑いライブ Lコード：12499

市民交流プラザチケットセンター　札幌市中央区北1西1 市民交流プラザ2階

会場アクセスマップ

w e bで 購 入 チケットよしもと ht tp: // yos h imoto. fun i t y. jp /

※問合せは 10：00～18：00
予約問合せダイヤル 0570-550-100（24時間） 

会場 : 札幌コンベンションセンター、道新ホール、他　 主催：吉本興業株式会社　協力：北海道 札幌市

※当日は駐車場の

混雑が予想されます

ので、ご来場の際は

公共交通機関を

ご利用ください。

協賛：



札幌コンベンションセンター 大ホール

速報版
！

■みんわらウィーク　A3二つ折チラシ　中面

よしもと芸人による

大盛り上がりの縁日を開催。

みんわら縁日

8/3土・4日

今年も夏の風物詩が

やってきた！

M-1グランプリ 北海道予選

札幌コンベンションセンター 小ホール

道新ホール

札幌コンベンションセンター 中ホール

8/4日

8/8木
＜第1部＞15：00開場／15：30開演

＜第2部＞18：00開場／18：30開演

西興部村：8/1（木） 苫小牧市：8/2（金） 遠別町：8/3（土） 安平町：8/3（土） 遠軽町：8/5（月） 帯広市：8/6（火） 札幌市：8/7（水）

※詳細はM-1公式サイトをご確認ください。

前売4,000円／当日4,500円料金 全席指定

前売4,000円／当日4,500円料金 全席指定

大人1,000円、小学生500円（小学生および未就学児は保護者の同伴が必要）、未就学児無料参加費

石川ことみ
（スーパーボールすくい）

ウッチィ
（バルーンアート）

オオカミ少年・浜口
（似顔絵）

道民笑いの日お笑いライブ

8/1木〜8木

「道民笑いの日」道内キャラバン

8/3土
＜第1部＞12：00開場／12：30開演 ＜第2部＞15：00開場／15：30開演

＜第3部＞18：00開場／18：30開演 8/4日 ＜第1部＞10：30開場／11：00開演 ＜第2部＞13：30開場／14：00開演

みんわら寄席

※出演者は変更になる場合がございます。 ※詳細はみんわらWEBをご覧ください。 ※チケット購入については裏面をご確認ください。 ※ご自身で身の回りのことをされるのが難しいお客様は、必ず付き添いの方のご同伴をお願いします。

かまいたち中川家 ジャングルポケット 霜降り明星 ミキ すずらん

すずらん
（8/3の1日店長）

スキンヘッドカメラ

つちふまズ コロネケン

大人気芸人たちが北海道に大集合。
漫才、コントなど爆笑ステージをぜひどうぞ！

8/4日 16：30開場／17：00開演　

CONTS（コンツ）

ユニットコント全国ライブツアー「CONTS」が北海道初上陸。
お見逃しなく！

銀シャリ ジャルジャル
（第1・2部のみ）

和牛 つちふまズ金属バット コロネケンアインシュタイン

タカアンドトシ 千鳥

アキナ

アキナ
（第3部のみ）

NON STYLE・井上フットボールアワー・岩尾 トータルテンボス

トータルテンボス

次長課長・河本

チョコレートプラネット

チョコレートプラネット

すずらん ゴールデンルーズEXIT

次長課長
河本

EXIT ゆりやん
レトリィバァ

アキナ NMB48
堀詩音

NMB48
菖蒲まりん

NMB48
太田夢莉

みんわらウィークでは、笑顔あふれる世界にするために

国連で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」を

北海道から発信！

8：00 受付開始 9：00 オープニング 9：30 スタート

※荒天等の中止の場合、開催当日6：00までにみんわらWEBにて案内いたします。

札幌コンベンションセンターからスタート！

夏の札幌を楽しく歩きながらSDGｓを学ぼう。

スポーツアスリートや芸人たち、アイドルもイベントに参加。

参加者
募集中！

集合場所 札幌コンベンションセンター 屋外スペース（正面入口）

コース 約10㎞コース/約2㎞コース

参加特典 参加ゼッケン、コースガイドMAP、他

10 K m

2 K m

※参加芸人、アイドル、アスリートは変更となる場合がございます。 ※最新情報はみんわらWEBで随時更新！

8/4日

安平町、厚真町、鵡川町の3町合同の復興応援を実施。

飲食ブースの出展や観光PRを行う他、お笑いステージも開催！

さらに、札幌芸人が1日店長を務めます。

1週間、道内主要都市を巡ってミニお笑いライブを開催。

3日・4日は札幌コンベンションセンターにも立ち寄ります。

ゴールは8日の「道民笑いの日お笑いライブ」会場！

あおぞら花月in安平町

道の駅あびら D51ステーション

サイクリングロードを進んで白石南公園で折り返し、本郷商店街を通って戻る約
10㎞のコースと、札幌コンベンションセンターを周遊する約2㎞のコース。

道内各地

札幌コンベンションセンター 特別会議場

※前売券が完売の際は、当日券も若干数
ご用意しています。

※前売券が完売の際は、当日券も若干数
ご用意しています。

前売4,000円／当日4,500円料金 全席指定
※前売券が完売の際は、当日券も若干数

ご用意しています。

札幌コンベンションセンター エントランスホール

前売5,500円／当日6,000円料金 全席指定

8/3土 ＜第1部＞13：30開場／14：30開演

＜第2部＞17：00開場／18：00開演 8/4日 ＜第1部＞12：30開場／13：30開演

＜第2部＞16：00開場／17：00開演

吉本新喜劇ワールドツアー
〜60周年 それがどうした！〜北海道公演

特別協力：HBC北海道放送

主催：吉本興業株式会社
＜座長＞すっちー ＜座長＞酒井藍

北海道に「すっちー」「酒井藍」座長が登場！

※前売券が完売の際は、当日券も若干数
ご用意しています。

＜団員＞島田一の介、烏川耕一、
山田亮、タックルながい。他

人機一体の未来型スポーツを

体験！

超人スポーツ

マスキングテープをペタペタ貼って、オリジナルデザインの「缶バッチ」、「時計」、

「箱」、「写真立て」などを作ろう。 対象年齢：3歳以上 出展：大丸藤井セントラル

キャラクターを動かしたり、簡単なゲームを作ったりしてみよう。 

対象年齢：6歳以上 出展：北海道ハイテクノロジー専門学校

マスキングテープで
ペタペタオリジナルグッズを作ろう

スクラッチで
はじめてのプログラミング

吉本興業の「エンタメ力」を活用し、下川町で

暮らす方々と一緒に町の魅力を高めて発信。

地方創生の新たな取り組み「プロジェクト

“下川町株式会社”」が2030年に向けて始動

します。まずは大きく右記2つの取り組みがス

タート！応援よろしくお願いします！

品川ヒロシ監督映画プロジェクト しもかわ森喜劇応援プロジェクト

下川町×吉本興業 プロジェクト“下川町株式会社”

inin

SDGsウォーク
2019

SDGsウォーク
2019

ワークショップコレクションが北海道に初上陸！楽しく学べるさまざまなワークショップを体験しよう。

8/3（土）12：00～17：00（受付開始11：45／最終受付16：00）

8/4（日）10：00～17：00（受付開始9：45／最終受付16：00）8/3土・4日

主催：㈱CANVAS

世界中の福祉施設や支援学校でのワークショップを

軸に活動するアーティストSatolyによる展示企画。

Satolyと一緒に絵を描くワークショップも開催。

Satolyノーマライゼーションアート展
&ワークショップ

サトリー

キャプテン★ザコ、チョコレートプラネッ

ト、銀シャリ・鰻などの芸人たちとワーク

ショップに挑戦！対象年齢：小学生以上

よしもとタレントによる
オリジナルワークショップ

キャプテン★ザコ 銀シャリ・鰻チョコレートプラネット

こどもパソコン[Ichigo Jam]を使って、プログラミン

グの基本を体験しよう。 対象年齢：小学3年生以上

わくわくプログラミング教室
「答えのない問題」に対して、みんなで話し合い

考えながら、自分なりの答えを探していこう！

「答えのない問題」を解こう！

楽しいプログラムが盛りだくさん！

札幌コンベンションセンター 屋外スペース

人気よしもと芸人の爆笑ステージ!

みんわら
お笑いステージ

入場無料！

人気キャラクターたちが
大集合！

道内スポーツマスコット
キャラクター
ショー

改めて防災意識を高めよう！

防災グッズを実演紹介。

いざという時に
役に立つ！

道庁と札幌よしもとが連携して制作した、喫煙防止

アニメ＆教材を紹介。タバコの怖さを改めて知ろう。

安平町や厚真町の特産品も！ 道内各地のおいしいグルメが大集合。 ※出展予定一覧

タバコの怖ーいお話こんなところに日本人

右の二次元バーコー
ドから鉄拳のパラパ
ラ漫画を見てみよう

「北海道喫煙防止事業動画」

食のブース

8/3土・4日

8/3土・4日

8/3（土）11：30～20：00〈予定〉　8/4（日）10：00～17：30〈予定〉

住みます芸人が各町の魅力をプレゼン！

住みます芸人・我が町いいとこ
プレゼン大会

安平・厚真・鵡川3町合同企画！

出展：仙堂 深川道の駅店（深川ザンギ、他）、下川町商工会（㈱あべ養鶏場）（養鶏場がつくったプリン、他）、下川町商工会

（矢内菓子舗）（下川うどん、他）、星空の黒牛（牛肉鉄板焼き、他）、シロクマベーカリー（カレーパン、他）、雷電焼きそば（雷

電焼きそば）、俺の餃子房（オレの餃子）、ICETACHE（アイスキャンディー、他）、珍味の山珍（つぶ貝醤油煮、他）、銀の舞

（豚丼、他）、たまり bar home（ポークチャップ）、エッセンサッポロ（ワイルドチーズバーガー、他）、一般社団法人あびら観

光協会（菜の花コロッケ、D51特製長いもフライ、ホエー豚まん、あびチキボール、他）、しゃぶしゃぶ新山（ザンギスカン、

他）、ジェーンズフライドチキン（フライドチキン）、あづまジンギスカン本舗（あづまジンギスカン）、アサヒビール（ビール）

ドーレくん レバードくん

養鶏場がつくったプリンホエー豚まん長いもフライ菜の花コロッケ

出展：Kidsventure 出展：一般社団法人超人スポーツ協会 出展：安平町「あびらぼ」

主催：吉本興業株式会社、NPO法人札幌歩こう会、他　共催：北海道、札幌市

後援：北海道新聞社、北海道ユニセフ協会、一般社団法人札幌青年会議所、

一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団

キャベツ確認中
（バルーンアート）

料金 500円（当日）

※会場により出演者は異なります。

桂三段
（8/4の1日店長）

天狗・横山
（手相占い）

内容が変更となる場合がございます。

入場無料！ ※一部有料コンテンツもございます。

※出演者は変更になる場合がございます。 ※詳細はみんわらWEBをご覧ください。
タカアンドトシ とにかく明るい安村 トータルテンボス モリマン

タカアンドトシ

千原
ジュニア

千原
せいじ

一般社団法人
あびら観光協会

下川町商工会
（㈱あべ養鶏場）

世界の小さな町や村で暮らす日本

人を紹介する人気番組。MCの千

原ジュニア、レギュラー旅人の千

原せいじによるトークステージ！

15：00～

カズ山本／永島昭浩／近藤岳登／難波宏明／

平山相太／石橋貴俊／郷司利也子／田中光／大村三郎 他

次長課長・河本／アキナ／EXIT／ゆりやんレトリィバァ／

パンサー・尾形／パンサー・菅／

〈吉本新喜劇〉すっちー／酒井藍／吉田裕
NMB48・堀詩音／NMB48・菖蒲まりん／NMB48・太田夢莉／

星野伸之 他

右 の 二 次 元 バー
コードから札幌よ
しもと喫煙防止コ
ントを見てみよう

ワザあり
防災グッズ


