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「Amazon Prime Videoチャンネル」のサービス内で
演劇の映像作品に特化した「観劇三昧チャンネル」がスタート
オンライン観劇サービス「観劇三昧」を運営する株式会社ネクステージ(大阪府大阪市 / 代表取締役：福井学)は、2018年8月14日(火)より
Amazonが運営するPrime Videoチャンネルのサービス内で、演劇の映像作品チャンネルの配信を開始します。

©新良太

プロペラ犬「珍渦虫」

SPAC-静岡県舞台芸術センター「アンティゴネ」

【実施概要】
●開始時期
2018年8月14日（火）
●提供先
Prime Videoチャンネルは、Amazon プライム会員向けのプレミアムな動画配信サービスです。スポーツ、ニュ ース、映画、
ドキュメンタリーなど様々なジャンルから取りそろえたチャンネルを追加のアプリやチューナーを使わず視聴できます。
1チャンネルから登録でき、いつでもキャンセルすることが出来ます。
視聴できるチャンネルのリストは http://www.amazon.co.jp/channels をご参照ください。
●配信形態
Prime Videoチャンネル内の月額定額制サービス。https://www.amazon.co.jp/channels/kangekizanmai
予定価格430円。
●配信提供作品
オンライン観劇サービス「観劇三昧」がオススメする「プロペラ犬」「SPAC-静岡県舞台芸術センター」など国内の劇団・カンパニー
の舞台映像作品を80タイトル
※詳細は別紙【参考資料2】を参照
今回提供される作品は、女優・水野美紀が主宰し出演以外にも脚本・演出を務める「プロペラ犬」をはじめ、『前向き！タイモン』で第56
回岸田國士戯曲賞受賞した「ミクニヤナイハラプロジェクト」、世界的な演劇の祭典「アヴィニョン演劇祭」（仏）に公式プログラムとして
招聘され、メイン会場「法王庁中庭」で同演劇祭のオープニングを飾った「SPAC」など。これから演劇についてもっと知りたいと思ってい
る方にも、既に多くの演劇をご覧になってきた方にも楽しんでいただける作品群を取り揃えています。今後も随時作品を追加していく予定で
す。
地域で活躍する劇団の作品がPrime Videoチャンネルという日本を代表する動画配信サービスのチャンネルラインナップに追加されること
で、演劇というジャンルそのものがさらに身近な存在になります。劇団・カンパニーにとっても、新たな収入源の獲得や、認知の獲得など公
演の集客に繋がるプロモーション効果が期待できます。
これをきっかけに、さらに多くの方が演劇作品に触れ、演劇そのものに興味を持てば、演劇業界全体への盛り上げに繋がります。
株式会社ネクステージでは、演劇のチカラを通じて心が豊かになるライフスタイルを提案してまいります。
■本件に関する問い合わせ先
株式会社ネクステージ
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※順不同

55劇団80タイトルのうち、55タイトルのみ抜粋（1劇団1タイトル）

劇団・カンパニー名

作品名

serial number (風琴工房改め)
企画演劇集団ボクラ団義
ブルドッキングヘッドロック
クロムモリブデン
株式会社オフィスインベーダー
演劇集団◉万有引力
ピヨピヨレボリューション
VOGA
プロペラ犬
アナログスイッチ
劇団5454（ランドリー）
おぼんろ
XーQUEST
時間堂
アガリスクエンターテイメント
悪い芝居
鵺的
yhs
BSP（ブルーシャトルプロデュース）
劇団ZTON
劇団925
東京ハートブレイカーズ
劇想からまわりえっちゃん
T Factory
yataPro
劇作家女子会。
Antikame?
ポップンマッシュルームチキン野郎
カプセル兵団
Artist Unit イカスケ
東京サムライガンズ

4センチメートル
飛ばぬ鳥なら落ちもせぬ
おい、キミ失格！
翼とクチバシもください
ヒストリーズ・ジャパン
怪人フー・マンチュー
凝り性のサンタ、苦労する
DIGITALIS 〜隠サレヌ恋〜
珍渦虫
愛でもないし、youでもなくて、ジェイ。
ト音(再演)
パダラマジュグラマ
神芝居 〜アリス・イン・ギガニッポンノワンダーランド〜
最終公演『ローザ』[菅野ver.]
ナイゲン(全国版)
メロメロたち
奇想の前提
しんじゃうおへや
壬生狼
オルタソフィア
福喜多さん家の三兄弟
サイレントフェスタ
溶けて解せない
ハムレットクローン
エール！
人間の条件
つややかに焦げてゆく
うちの犬はサイコロを振るのをやめた
鬼泪〜激情編〜
アンサンブルトルネード
ART〜愛とロマンと哲学と〜
Recycle缶の階
「話すのなら、今ここにないもののことを話したかった。今ここにないものの話ばかりしようと思った。」
Retrace
ドン・カルロス
アンティゴネ
オルゴール
GHOSTS-COMPOSITION/IBSEN （イプセン著『幽霊』より）：英語字幕あり
DICE or SCYTHE ~Rouge~
幻灯劇場「DADA」
see / saw
桜の園
アベベのべ2016
Q&A
eleven
不思議の森のチュチュ
CREATIVE DIRECTOR
月光カノン
探偵アリス
無差別
山本山
ハテノウタ
スポーツ劇
インテリぶる世界
リバースシンデレラ
浮遊

階
Theatrical Magic Project
ＳＫＹ ＳＯＡＲＴ ψ ＷＩＮＧＳ
SPAC -静岡県舞台芸術センター
劇団Birth
shelf
聖地ポーカーズ
全国学生演劇祭
Nibroll
ミクニヤナイハラプロジェクト
劇団チャリT企画
劇団SE･TSU･NA
THE 黒帯
劇団☆世界一団
THE ROB CARLTON
劇団ジャブジャブサーキット
パノラマ党
柿喰う客
宮川サキのキャラクター大図鑑
MONO
地点
箱庭円舞曲
四方香菜Produce
monophonic orchestra
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●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
事業内容

・演劇の企画、制作、興行の実施、WEBサービスの運営
・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7月末日時点で307劇団1020作品を予定。
現在では週に5〜10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：https://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
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