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COMZO-ARCHIVE
no

0036

0037

date

050808
mon
テーマトーク（夏）
Umuの地元の夏祭り話で、
祭りに参加すると初キスプレゼ
ント。
女の子は少しやんちゃな青年会
の人たちに初キスを奪われる。
そして祭りを境に大人
に・・・。

カテゴリー
概要

雄飛が祭りに行った話で、
「どじょう釣りした」と言いた
かったのを、
”どじょう作り”したと言い間
違い!!
3人は爆笑!!
慶三は土壌作りだと思っていた
(笑)
お化け屋敷でおばさんが呼び込
みしてた時の、おばさんのマネ
をする雄飛。

何の日

ヒゲの日
アンディウォーホール生誕
ピーター生誕

ギャグ・一言

0040

0041

0042

050809
050810
050811
tue
wed
thu
テーマトーク（夏）
インフォこむぞう
ダンディこむぞう
『拡張版こむぞう』
テンション高くはじまるこむぞ 今日は何の日？綱吉、生類憐れ
テーマは夏
う！！
みの令
怪談や幻覚、事件性のある話。 逆クイズ！！8月10日は何の
鳥魚食べる目的の飼育売買は禁
ヒヤヒヤ番長のウムから・・・ 日？と慶三。
止。
とギャグをかます雄飛(笑)
2人は色々答えるけど、慶三が選 Umuが魚とウサギは食べてたけ
ウムは死体を2回見たことある。 んだ答えは違うらしい。
ど鳥は食べなかった。と豆知識
おばあさんの死体を用水路で発 答えは宿の日。
を披露!!
見した。不吉だから、ウムの曲 その後こむぞうの日を作る事
そして今日は巨人槇原の誕生日
かけようって雄飛。
に、5月63日？そんな日にちな ウサギつながりで、巨人のマス
そしてウォークマン聴きながら いから、5月6日に決定!!
コットはウサギだと言う。慶
犬の散歩した時、
三。
死体を見つけた場所を通ったら インフォこむぞうの予定が、突
必ず音楽が止まる。
然慶三とUmuはケンカを始め
夏休みのいい思い出語る雄飛。
た。
家族旅行の話からピュアな話
雄飛はディスクマン(CDウォー その理由は、今週の心霊写真。 に・・・
クマン)を聴いた時、途中で切れ 今週はウムが担当!!先週は慶三 そしたら、ピュアな話をしよう
たから、電池きれたのかと思っ が担当して、慶三は叩かれたの と3人が同時に話し出す。
て電池開けてみたら、電池が
が傷ついたらしくて、
ピュア話を取り合いになって、
入ってなかった。
慶三はウムにプレッシャーをか いつの間にかピュア対決
けるし、手伝いをしなかった。 に・・・
慶三は友達のお父さんが亡く
とUmu。
ウム高校の時の先生とデートし
なって、
慶三の言い分は、写真を送った た。先生の車に乗ってカセット
お葬式でみんな泣いてた時、ポ のに、ウムが「こんなんじゃつ かけたら、「きっと言える」っ
ケベルがなって、先に逝くって まんねーこれだったら俺がや
て曲をかける先生。その後は先
メッセージが届いた。
る」と言った。こんな言い合い 生と別れて文通をした。35ピュ
がしばらく続く。
ア(雄飛判定)
更に慶三は、ゆみちゃんからポ 編集の事で更に言い合いにな
慶三は高校の時家族でハワイに
ケベルにメッセージがあった。 る。
行ってマーケットで、すごいキ
一人暮らししてる時、家に帰っ このケンカに終わりはなさそ
レイなお姉さんがいてアクセサ
てきたら「お帰りなさい。ゆ
う。
リー販売しててそのアクセサ
み。」
リーを買ってしまった。買わさ
マスターベーションした後に、 そして先週雄飛が出したクイズ れたの間違い？これはピュア
「お疲れ様。ゆみ」ってベルが に正解したシーザーさん。
な話なのか？−45ピュア(雄飛
なる。(爆笑)
ポラをプレゼントする事に。
判定)
シーザーさんには絶対ネットに
載せない事を条件に出す。
載せない事を誓ってもらうため
に血印を要求!!
宿の日
生類憐れみの令

050812
fir
アンダーこむぞう
慶三コールではじまるこむぞ
う。
今日は「シモぞう」。
下ネタを披露する。
ウムは関係を持った人の名
前を躊躇なく出す!!
その女性に恋をしたウム。
彼女は人気者で色んな人と関
係を持ってた。
そんな彼女はマリッジブルー。
名前出して訴えられないか問
う、雄飛。
そしてマリッジブルーになっ
た男性の話へ。
雄飛の友人が結婚の前日に風
俗行ったらしい。
名前は訴えられるのを避けたの
か、言わなかった。
女性のどんな所に興奮するか？
と言う話へ。
ウムは制服姿で走った後に汗か
く所に興奮するらしい。
雄飛は市民プールで水着が透け
てる女性を発見!!
そして「こむぞう恋愛相
談」秋開催決定!!か?

050813
sat
こむぞうpresents
慶三の「早っ早っ」がリピー
ト!!
明日誕生日だと報告する雄飛。
ハッピーバースディトゥ~ユ~
♪マリリンモンローのモノマ
ネ？をして歌う慶三!!
孫悟空の話になっ
て頭の上の輪は何なのか？
そして、きんとううん。
で盛り上がる３人
そして慶三コールが始まり
慶三が「おいこまないで~」と
マイクから３m離れたらしい
きんとううんの話してる時、慶
三にこむ電が・・・と思ったら
メールが。
こむぞうサマースクール開催？
サバイバルを教える学校。
老婆を捨てるのも可!!
ヨットから落として、島ま
で泳いで、島には先生がいる。
命の続く限り続けるらしい。
制服は和紙で出来ていて逃げよ
うとしたら、制服が透ける。
講師、とつかさん、ウジタミノ
ルさん
ウジタミノルを馬鹿にする
と怖いとウジタミノルの友
人が言ってたらしい。（慶三情
報）

050814
sun
サンデーこむぞう（西郷隆盛）
少し遅れて西郷隆盛が登場!!
出身地を間違える西郷さん。
「おいどん」を連発する。
竜馬との関係を語る。
最近仲良くなったらしい。
芋焼酎を呑むらしい。
西郷さんが連れてる犬の名
前を聞いたら、名前なんかな
い!!とキレまくる。
そして狩に行った話へ。
何を狩に行ったかと言う質
問に、色々狩ったと。
色々って何？って聞く
と、急に耳が痛くなった西郷さ
ん。
西郷さんはダチョウクラブの上
島みたい言ったら、「ブラック
だな~」と・・・
もし現世に戻れたら麻薬を買っ
てみたいと言う西郷さんに対し
て「ブラックだな~」と返すウ
ム。
そしたら「おいどんのセリフ
を取られたくない」と怒る
現世で竜馬が人気あるらしいか
ら、こむぞうでおいどんを人
気ものにしてくれと頼む
西郷さんはずっと怒ってまし
た。

ヒヤヒヤ番長(雄飛)

シモっこむ

早っ早っ
追い込まないで~

りさちゃん

伊藤みどり(何の日、生誕)

キーワード・人名 アンディウォーホール(何の日、 ゆみちゃん(慶三のポケベルに
誕生日）
メッセージを送る謎の女)
ピーター(何の日、誕生日）
慶三のお爺ちゃん

0038

BECK
スティーブ･ジョブス

0039

綱吉
巨人の槇原(何の日、生誕)
タイ人の女
Umuの先生
アクセサリー販売の女

中国文化大学名
伊藤みどり生誕
トツカさん
ウジタミノル

ゲスト（電話出演含む）
クイズ
雄飛が初めてアメリカで見た映画「バットマン」でその日の夜に食べたご飯は何？
シーザー/韓国料理
クイズ
ブラウニー/バットマンだけに人
肉マン、
スナフキン/ナタデココ、
あんにん/チャーシューメン、
まゆみ/よぱす、ようこ/ハム
ギョシュ/カレーライス
トム/ミーとコーンドリア
エーデルワイス/特大エビチリ
シゲ/バファローウイング、シー
ザー/韓国料理
ピア/ハンバーガー、サブ/納豆
エス/マックスーパーサイズ
石山/たこせん、キンヒチ/腐っ
たみかん

投稿者／答え
投稿
投稿者／ネタ

人生相談/相談者

ポッドキャストニュース

備考

エンディングテーマ
GOOD LIFE/Umu

エンディングテーマ
GOOD LIFE/Umu
かくぞう

エンディングテーマ
エンディングテーマ
GOOD LIFE/Umu
GOOD LIFE/Umu
リスナーにプレゼントするもの こむぞうチラシ配布
募集
クイズ

エンディングテーマ
GOOD LIFE/Umu
シモぞう

エンディングテーマ
GOOD LIFE/Umu
こむ電

ブラックだな~
おいどん

