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手のひらだけで全部が楽しめる演劇祭
『カンプリ×観劇三昧 手のひらフェスティバル2018』結果発表
100作品から選出された今年の大賞は「BSP（ブルーシャトルプロデュース）『幸村-真田戦記-』」に決定！
株式会社ネクステージ(大阪市 代表:福井学)では、オンライン観劇サービス 「観劇三昧」 を活用した、スマホなどを用いて手のひらだけで全てを
楽しむことができる演劇祭として、劇団とユーザー参加型の「カンプリ×観劇三昧 手のひらフェスティバル2018」を株式会社カンプリの特別協
賛で開催しました。その結果をおしらせいたします。

【大賞・部門大賞一覧】詳細はこちら https://kan-geki.com/lp/kan_fes2018/awards_list.php （2018年4月10日20：00公開予定）
大賞

副賞

総合ポイント数
（投票ポイント＋応援ポイント）

劇団・カンパニー名

作品名

カンフェス大賞

賞金10万円

187,700pt

BSP（ブルーシャトルプロデュー
ス）

幸村-真田戦記-

投票ポイント数

劇団名・カンパニー名

作品名

24,000pt

THE 黒帯

スープ

71,000pt

劇団壱劇屋

荒人神-Arabitokami-

57,000pt

BSP（ブルーシャトルプロデュー
ス）

幸村-真田戦記-

42,000pt

オパンポン創造社

オパンポン創造社×池シタアツ子の美カモト響
「さようなら」

32,000pt

アガリスクエンターテイメント

時をかける稽古場2.0

部門賞
芸術大賞
感動大賞
エンタメ大賞
観劇ビギナー大賞
笑える大賞

観劇三昧の以下のサービスから
選択可能
・観劇三昧店鋪のイベントスペー
ス無料貸出
・観劇三昧下北沢店デジタルサイ
ネージ広告の無料出稿
・舞台撮影パック割引券

【軍団賞】西軍 ※参加劇団が東軍西軍に分かれて、各劇団が獲得した総合ポイントの合計で東西の勝敗を決める。
【小早川賞】オパンポン創造社 ※開催期間中に一度だけ所属と異なる軍へ寝返りが可能な機能を使い、戦況に大きな影響を与えた劇団が受賞。
【 フェスティバル概要 】 https://kan-geki.com/lp/kan_fes2018/
●フェスティバルの仕組み
オンライン観劇サービス 「観劇三昧」 を活用した、スマホなどを用いて手のひらだけで全てを楽しむことができる、劇団とユーザー参加型
の演劇祭。劇団を戦国大名になぞらえ東軍西軍に分かれて、雌雄を決すると同時に、個々の戦国大名のうち、どの大名の作品がもっとも評価
が高いか、ファン投票等で選びます。劇団はイチオシの1作品をエントリーして、観劇三昧の会員がその作品を視聴し、もっとも相応しい
部門に投票します。また、投票のみならず、友だちを観劇三昧の会員に招待することで得られるポイントで、劇団を応援することも可能！
●エントリー劇団・カンパニー／エントリー作品
全100劇団がイチ押しの1作品でエントリー ※劇団一覧は別紙参照
●ユーザー参加方法
オンライン観劇サービス「観劇三昧」の会員登録
・ライト会員（無料会員）は無料作品が視聴可
・スタンダード会員（有料会員）になると、エントリー作品ふくめてすべての作品が視聴可

http://kan-geki.com/use.html

●フェスティバルの開催期間
2018年 3月1日（木）〜 3月31日（土）まで
今年は投票に参加したユーザー数が、昨年開催時と比べて180%となり、より多くのひとに演劇の魅力を届けることにつながりました。
また、東軍西軍というチーム分けをしたことで、前回は応援したい劇団・カンパニーの作品に絞って視聴をしていた方がほとんどでしたが、
応援している劇団・カンパニーと同じチームの作品を観てみよう、というユーザーの視聴行為の回遊性が高まりました。
これにより、ユーザーが今まで知らなかった劇団・カンパニーの作品に触れる良いきっかけづくりとなりました。
また、今回協賛した株式会社カンプリは、関西でよく知られるプリントショップでしたが、関東をはじめ多くの地域の劇団・カンパニーにその魅力をお伝えすることが
できました。同社からも「これからも劇団・カンパニーを応援していきたい」とコメントをいただけるなど、企業と演劇をつなぐ機会を提供しました。
株式会社ネクステージは、これからも「演劇」の持つ様々なチカラや可能性を考え、劇団・ユーザーのみならず様々な世界と演劇をつなぐ場を創出し続けます。

■本件に関する問い合わせ先
株式会社ネクステージ 担当 下川（しもがわ） 今村（いまむら）
TEL：06−6599−8191
＊大阪本社
＊東京支店
〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-6-13 NTビル3F
〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-9-2 ZIP155ビル 2F
URL：http://i-nextage.co.jp/ Email：info@i-nextage.co.jp
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【参考資料1】
●「観劇三昧手のひらフェスティバル2018」エントリー劇団一覧（全100劇団）（あいうえお順）
※

マークは期間中に寝返りした劇団

西軍（勝利軍）
劇団

Artist Unit イカスケ
イー アイ オー
いしだくみ子ひとり芝居

東軍
作品名

アンサンブルトルネード
大地～巡る生
女郎蜘蛛2017
オパンポン創造社×池シタアツ子の美カモト響
オパンポン創造社
「さようなら」
オレンヂスタ
白黒つかない
点の階『・・・（てんてんてん）』見送られる
階
編ー白い靴下の男ver.ー
かのうとおっさん
煩悩がやってくる
カムカムミニキーナ
クママーク
カン劇cockpit
変調・三人吉三巴白浪
劇想からまわりえっちゃん
溶けて解せない
劇団ガバメンツ
ハイヤーズハイ
劇団銀河
ブルーグレーの月
劇団ジャブジャブサーキット 月読み右近の副業
劇団ZTON
覇道ナクシテ、泰平ヲミル【護王司馬懿編】
劇団乱れ桜
迷走するジキル×ハイドシアター
劇団レトルト内閣
文明ノ獣
baghdad cafe’とコトリ会議の合同公演「メェメ
コトバグリ
と鳴くのは動物だからそうさ」
sunday
サンプリングデイ
私見感
一千戯曲
芝居処味一番
からあげ
深夜ガタンゴトン
ぬるい体はかたくなる
ジャグリング・ユニット・フ
白い花
ラトレス
ステージタイガー
ファイアフライ
舞道ダンスシアター ＥＸＴＲＡＶＡＧＡＮＺ
超人予備校
Ａ３！ ～にじのまち～
Cheeky☆Queens
Stage#001「アタシたちには明日しかない」
DOORプロデュース
父が愛したサイクロン
10分間2016〜タイムリープが止まらない〜
中野劇団
中野坂上デーモンズの憂鬱
園っ、
日本フィンランド演劇プロ
行こう！野ウサギ
ジェクト
Baobab
TERAMACHI
baghdad cafe’
リターン☆プラネット on stage
万能グローブガラパゴスダイ
星降る夜になったら（2017年版）
ナモス
パノラマ党
探偵アリス
BSP（ブルーシャトルプロ
幸村ー真田戦記ー
デュース）
舞台版地球戦士ゼロス
舞台版地球戦士ゼロス 盗まれた太陽
プロトテアトル
ノクターン
VOGA
DIGITALIS ～隠サレヌ恋～
Micro To Macro
ワンダー三日月リバー
宮川サキのキャラクター大図
円山
鑑
無名劇団
無名稿 出家とその弟子
May
四神四季
MEHEM
ハローワールド、私の世界を愛してる
モンゴルズシアターカンパ
遊んで、お父さんーヒトラーvsフロイトー
ニー
夕暮れ社 弱男ユニット
友情のようなもの
リジッター企画
日の脚、わづかに見えて
笑の内閣
ただしヤクザを除く
悪い芝居
メロメロたち

劇団

アガリスクエンターテイメント
芦沢ムネト
アトミック☆グース
アナログスイッチ
アマヤドリ
あやめ十八番
Antikame?
池シタアツ子の美カモト響
インプロカンパニーPlatform
うさぎストライプ
うわの空・藤志郎一座
演劇企画集団LondonPANDA
演劇組織 KIMYO
演劇ユニット metro
お座敷コブラ
鬼の居ぬ間に
オフィス櫻華
おぼんろ
柿喰う客
ガレキの太鼓
企画演劇集団ボクラ団義
激嬢ユニットバス
劇団 壱劇屋
劇団櫂人
劇団だるめしあん
劇団ネコ脱出
劇団Birth
劇団モリンチュ
劇団5454（ランドリー）
劇団歴史新大陸
ゲキバカ
(劇)ヤリナゲ
五反田団
THE 黒帯
The Four of Mats
shelf
JACROW
ＳＫＹ

ＳＯＡＲＴ ψ ＷＩＮＧＳ

STAR☆JACKS
SPAC-静岡県舞台芸術センター
第27班
チャリT企画
ティーファクトリー
匿名劇壇
TRASHMASTERS
箱庭円舞曲
ピヨピヨレボリューション
ブルドッキングヘッドロック
放課後ランナー
yataPro
□字ック
ろりえ
waqu:iraz

作品名

時をかける稽古場2.0
ひとり芝居 OLOS
イカサマノネット
みんなの捨てる家。
月の剥がれる(2016年再演版)
雑種 花月夜
つややかに焦げてゆく
久しぶりのはじめまして
めくる、くる、くる。「サッカーボール童話
賞」
空想科学
TOKYOてやんでぃ
生きてるくせに
ユータラスボンボン
痴人の愛～IDIOTS～
RUN ver.2.0
雪女 ―密室の行軍―
西の風、むげんだい。
パダラマジュグラマ
いまさらキスシーン
止まらずの国
飛ばぬ鳥なら落ちもせぬ～梟雄と呼ばれた男
右筆と呼ばれた男～（齋藤彩夏Ver.）
シュレディンガーの猫たち
荒人神-Arabitokami谷間の女たち
学園恋愛バトル×3！
朱の鴉
オルゴール
大悪党
好き
古事記-日本の始まりの物語ローヤの休日
モニカの話
俺のお尻から優しい音楽
スープ
ポエム同好会
GHOSTS-COMPOSITION/IBSEN （イプセ
ン著『幽霊』より）
ざくろのような
ＬＬＬ～恋の骨折り損～
act#011「じんない」≪臥龍の陣≫～定点ver.
～
グスコーブドリの伝記
morning sun 初春ver.
ネズミ狩り（B Cast Version）
エフェメラル・エレメンツ
レモンキャンディ
そぞろの民
あなただけ元気
Gliese
1995
感謝する日は生まれてきた日ともうひと
つ・・・
エール！
第十回本公演「鳥取イヴサンローラン」
全裸物語改め実家物語
わたしたちのからだは星でできている

Press Release
【参考資料2】
●会社概要
会社名 ： 株式会社 ネクステージ
代表者 ： 福井 学
設立

： 2014 年 5 月30日

大阪本社 ： 〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4-6-13 NTビル3F
東京支店 ： 〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-9-2 ZIP155ビル 2F
理念

：ネクステージでは、「表現者の未来をつくる」を企業理念に掲げ、テクノロジーを活用して演劇が音楽や
映画と同じく、当たり前のように生活の中に溢れ、心が豊かになる社会の実現を目指します。

主な

・演劇の企画、制作、興行の実施、WEBサービスの運営

事業内容

・演劇に関するグッズの企画、制作、販売
・俳優の養成
・デジタルコンテンツ配信プラットフォーム事業
・インターネットを利用したチケットシステムの管理、運営
・データ登録システム、顧客管理、運営、販売
・広告代理業
・映像／音楽ソフト、CD ／ DVD の企画、制作、販売
・WEB サイトの企画、制作、運営／ネットショップ運営
・モバイルサイト構築・サービス開発

など

●主な提供サービス
『 観劇三昧 』
2013年8月にスタートしたオンライン観劇サービス。
登録されている演劇動画の全作品を、会員は月額980円の利用料で、スマートフォン、タブレットのアプリやパソコンサ
イトからオンラインで視聴することができる。
配信中の劇団には30年の歴史を持つ「演劇集団キャラメルボックス」をはじめとして「維新派」「柿喰う客」など有名
な劇団から、各地の小劇場で活躍している劇団まで大小関わらず、演劇に特化しているのが特徴。
登録作品数は2018年4月末日時点で282劇団956作品を予定。
現在では週に2〜4本の新作が配信されており、今後益々多くの作品を配信できる見込み。
劇団側には、配信する際の費用負担は発生しない。
サービス利用料の利益に対し7割を有料作品の視聴秒数に応じて分配する仕組みを構築しており、劇団の公演がない期間
にも収益が発生する。
新たな劇団を知り劇場へ足を運ぶきっかけづくりや、子育てや介護、身体的な事情により劇場に足を運べない方が演劇を
気軽に楽しむことのサポートなど、観客側へのサービスと共に、劇団支援の活動の一環ともなっている。

観劇三昧WEBサイト：http://kan-geki.com/
iPhone・iPad用アプリ：https://itunes.apple.com/jp/app/kangekizanmai/id674187853?mt=8
Android用アプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dkmobile.kangekizanmai&hl=ja
■本件に関する問い合わせ先
株式会社ネクステージ 担当 下川（しもがわ） 今村（いまむら）
TEL：06−6599−8191
＊大阪本社
＊東京支店
〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-6-13 NTビル3F
〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-9-2 ZIP155ビル 2F
URL：http://i-nextage.co.jp/ Email：info@i-nextage.co.jp
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【参考資料3】
●会社概要
会社名 ： 株式会社 カンプリ
代表者 ： 阿部

陽

設立

： 1961年 4 月10日

本社

： 〒569-0823大阪府高槻市芝生町2丁目52-10

企業理念：
株式会社カンプリは、昭和34年に関西プリントとして創業し、
現在まで半世紀以上に渡り“プリントサービス”を通して店舗近隣の地元の企業をはじめ
様々なや団体、個人のみなさまの支援に努めてまいりました。
私たちが目指してきたのは、そのようなお客様おひとりおひとりの「夢をかたちに」することです。
このスローガンに込めた思いは、お客様と向き合い、ご要望を伺い、お客様がこうありたいと願う「夢」を、
私たちの持つ知識、経験、技術で「かたち」にすることです。
もしも、その「夢」がぼんやりとしていらっしゃっても、どうぞ私たちにご相談ください。
私たちはお客様のイメージを「かたち」に致します。
主な

・プリントショップ「カンプリ」のボランタリーチェーンの運営管理

事業内容

・プリント/コピー/印刷/パウチ/封筒/名刺/製本/CAD出力/販促の制作等の印刷事業

ショップ情報：
■カンプリ
〇東京営業所 〇新大阪店 〇梅田堂山店 〇南森町店 〇マイドームおおさか前店 〇北浜店 〇本町店 〇南･心斎橋店〇堺筋本町店
〇大阪日本橋店 〇茨木店 〇高槻京口店 〇枚方店 〇松原店 〇堺店 〇泉州店 〇京都烏丸店 〇近江八幡店 〇和歌山店 〇海
南下津店 〇神戸店 〇広島大手町店
■クリエイトサービス
〇西大津店
■ビジネスサービス
〇高槻店 〇京都南店 〇滋賀店
■ソーゴー
〇瀬田店

カンプリWEBページ： https://kanpuri.co.jp/

■本件に関する問い合わせ先
株式会社ネクステージ 担当 下川（しもがわ） 今村（いまむら）
TEL：06−6599−8191
＊大阪本社
＊東京支店
〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-6-13 NTビル3F
〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-9-2 ZIP155ビル 2F
URL：http://i-nextage.co.jp/ Email：info@i-nextage.co.jp

