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「ヴァーゴ the よしもと@クルーズ」第二弾出演者決定！

千原せいじ、次長課長・河本、村上ショージ、しずちゃんのネタを船上で！
話題の完全即興コメディー「THE EMPTY STAGE」が楽しめる！
アジア・太平洋地域におけるリーディングクルーズラインとして知られる スタークルーズ は、よしもとクリエイティブ・エージェンシーと
の合同プロジェクト「ヴァーゴ the よしもと@クルーズ」を展開しております。この度船内シアター「リド」の 7 月公演では、話題の
完全即興コメディーショー「THE EMPTY STAGE」を上演し、出演者第二弾として、海外ロケ番組など多くのテレビに出演し大
人気の「千原せいじ」、モノマネ、しつこいネタが持ち味の「河本準一」、すべり芸の第一人者「村上ショージ」、ボクサーや女優とし
ても輝かしい経歴を持つ「しずちゃん」をはじめとする総勢 23 人の出演が決定いたしました。
THE EMPTY STAGE は、「即興」をテーマにした「ONE-MAN TALKSHOW（1 人喋りショー）」と「IMPROV SHOW
featuring The SecondCity（新ジャンルの即興コントショー）」 の 2 部構成です。「ONE-MAN TALKSHOW」では、芸人
がその身一つで舞台に立ち、たった 1 人でスタンダップトークショーを繰り広げます。「IMPROV SHOW featuring The
SecondCity」では、お客様からその場で頂くお題から全てのコントが始まります。シカゴを本拠とし、数々のスターコメディアンを輩
出し続けるアメリカ最大級のコメディ集団『The Second City（セカンドシティ）』の 即興＜= IMPROVISATION（インプロ
ビゼーション）＞コメディのメソッドを取り込んだ新ジャンルの即興コントショーをお楽しみいただけます。
「ヴァーゴ the よしもと@クルーズ」では、スタークルーズの旗艦船である「スーパースター ヴァーゴ（以下ヴァーゴ）」が大阪と横
浜を母港とする 7 泊 8 日クルーズを運航するにともない、よしもとクリエイティブ・エージェンシーに所属する芸人やタレントが一丸と
なってヴァーゴでのクルーズ旅を盛り上げます。お客様には毎週土曜日大阪発着のクルーズ、または毎週日曜日横浜発着のクル
ーズのいずれにご乗船をいただいても、7 泊 8 日のクルーズ中 1 回、「ヴァーゴ the よしもと@クルーズ」がお届けするエンターテイメ
ントをお楽しみいただけます。今後もヴァーゴに乗船する芸人のラインナップを、順次発表してまいります。アジアを代表するスターク
ルーズと日本のエンタメ業界を牽引しているよしもとクリエイティブ・エージェンシーの夢のコラボレーションにご期待下さい。
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【出演者情報】
■7 月 15 日(土)
・ONE-MAN TALK SHOW…河本準一(次長課長)
・IMPROV SHOW…ケン（水玉れっぷう隊）、
川谷修士（2 丁拳銃）、
八木 真澄（サバンナ）、
玉城泰拙・宮平享奈緒（セブン by セブン）、
井元英志・蛭川慎太郎（インポッシブル）

■7 月 22 日(土)
・ONE-MAN TALK SHOW…・村上ショージ
・IMPROV SHOW…しずちゃん（南海キャンディーズ）、
金成公信（ギンナナ）、宮地謙典（ニブンノゴ）、
熊谷岳大（ガリットチュウ）、林大介（かたつむり）、
黒沼誠・宮川英二（ボーイフレンド）

■7 月 29 日(土)
・ONE-MAN TALK SHOW…千原せいじ（千原兄弟）
・IMPROV SHOW…竹若元博(バッファロー吾郎)、
菊池健一(ギンナナ)、森本英樹(ニブンノゴ)、
大川知英(ニブンノゴ)、松浦志穂・小川暖奈（スパイク）
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「EMPTY STAGE」について
2014 年に、日本のお笑いシーンに新風を吹き込んだ『THE EMPTY STAGE（ジ・エンプティ・ステージ）』 とは、『即興』をテー
マに「 One-Man Talk Show （一人喋りショー）」と、アメリカ最大級のコメディ集団「The Second City（セカンドシティ）」
の即興コントメソッドを持ち込んだ「新ジャンルの即興コントショー」の２部構成でお届けする新型エンタメショーです。
【 One-Man Talk Show （一人喋りショー） とは】
芸人がその身一つで舞台に立ち、たった一人で繰り広げる 『One-Man Talk Show （一人喋りショー）』には、トーク力に定
評のあるメンバーが、各公演 1 名ごと出演。人気実力ともに一線級メンバーの一夜限りのプレミアムトークをお楽しみ頂きます。
【 IMPROV SHOW featuring The Second City （即興コント）とは】
シカゴを本拠地とし、マイク・マイヤーズ（オースティン・パワーズ／シュレック）、マシ・オカ（HEROES）、ビル・マーレイ（ゴース
トバスターズ／ロスト・イン・トランスレーション）など数多くのスターコメディアンを輩出し続ける「The Second City」。その即興コ
ントのシステムを持ちんだ『IMPROV SHOW featuring The Second City』。
台本は無く、その場で観客からお題をもらい、それを元に即興でコメディを創っていくため、想定外のハプニングが起き、筋書きのな
い展開が観客を不思議な笑いへと導いていきます。
『魅力的な 4 つの寄港地をめぐる』 スーパースター ヴァーゴ 大阪・横浜発着クルーズ
航海速力 24 ノットを誇るスーパースター ヴァーゴだからこそ実現可能な今回
の航程では、洋上と寄港地のどちらも存分にご満喫いただくことができます。
洋上では、経験豊かなシェフたちが創り出すアジア、中華、西洋料理など
幅広い美食や、多種多様なエンターテイメントをお楽しみいただける一方で、
魅力的な各寄港地では絶景や歴史、文化、食事、体験に触れる充実した
時間をお過ごしいただけるでしょう。
アジアで歴史を重ねてきたスタークルーズだからこそお届けすることができる船旅
では、細部にまで行き届いたアジアンホスピタリティとともに、日常から離れ、
まだ見ぬ世界へとお客様をご案内させていただきます。

スタークルーズの旗艦船『スーパースター ヴァーゴ』
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『魅力的な 4 つの寄港地をめぐる』 スーパースター ヴァーゴ 大阪・横浜発着クルーズ(2017 年 7 月～11 月) 航程
【毎週土曜日出港 大阪発着 7 泊 8 日クルーズ】

【毎週日曜日出港 横浜発着 7 泊 8 日クルーズ】

スーパースター ヴァーゴについて
東京ドームの約 1.5 倍の広さを誇る 13 階建のスーパースター ヴァーゴは、935 室を備え、1,870 名のお客様にご乗船いただくことが
できます。「洋上のリゾート」では 10 カ所以上にわたる飲食施設をはじめ、趣向を凝らしたバーやラウンジ、迫力のエンターテイメントをお
楽しみいただけるシアターの他、プール、ウォータースライダー、ジム、スパ、ナイトクラブ、カラオケなど充実の施設が備わっています。
建造：

1999 年、ドイツ

船籍：

バハマ

総トン数：

75,338 トン

航海速力：

24 ノット

全長：

268m

最大速力：

25.5 ノット

全幅：

32m

スタビライザー：

1

客室数：

935 室

バウ&スターンスラスター：

3

乗客定員数：

1,870 名

フルサテライトナビゲーションシステム：
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スタークルーズについて
スタークルーズは、レジャー、エンターテイメント、およびホスピタリティなどの事業を国際的に展開しているゲンティン香港の 100%子会社
です。アジア・太平洋地域におけるクルーズ業界の先駆者としてスタークルーズは 1993 年より運航を開始し、スーパースター ヴァーゴ、
スーパースター リブラ、スーパースター ジェミナイ、スーパースター アクエリアス、スター パイシス、タイパンという 6 隻を運航しながら、同地
域を国際的なクルーズデスティネーションとして牽引して参りました。クラス最高のサービスと施設をご提供するという同社の理念は、長年
に渡る多数の受賞歴や評判にも裏付けされ、TTG トラベル・アワードの「ベストクルーズオペレーダー(アジア太平洋地域)」部門を 10 年
連続で受賞した他、2016 年度 TTG トラベル・アワードにおいて”トラベル・ホール・オブ・フェイム(Travel Hall of Fame)” として殿堂
入り 9 年目の表彰を受け、更には 2016 年度ワールド・トラベル・アワードの”アジア・リーディング・クルーズライン(Asia’s Leading
Cruise Line)”部門において、5 年連続となる最優秀賞を受賞しています。

本件に関するお問合わせ先：
スタークルーズ日本オフィス
荒深 真純 / マネージャー – マーケティング
TEL : 03-6403-5188 FAX : 03-6403-5189
Mail : masumi.arafuka@gentinghk.com
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