観ること、
それは感じること
今こそ、
ＬＩＶＥな舞台に出かけよう！

「舞台」は、演じる役者と観る観客が、同じ時間や空間を共有し、独特のライブ感に感動できる
贅沢なエンターテイメントです。
役者の汗がほとばしり、やり直しのきかない緊張感が伝わる。役者の肉体を通した台詞と台詞から
人間やドラマを表現する。また、役者の側からも、観客の息を呑む音が聞こえ、
人間やドラマを表現する。また、役者の側からも、観客の息を呑む音が聞こえ
ほっとため息をつく瞬間を感じる。
生身の人間が歌い、演じ、踊る「舞台」は、毎日、新しく生まれる一期一会の世界です。
テレビや映画では決して味わうことのできない、鼓動を分かち合うような瞬間を、
テレビや映画では決して味わうことのできない、鼓動を分かち合うような瞬間を
あなたも楽しんでみませんか。

芸術性と大衆性が融合した多彩なプログラム

東宝演劇ワンダーランドへようこそ
東西の名作を次々と舞台化し、芸術性と大衆性の融合に努めてき東宝演劇。
日本で初めてブロードウェイ・ミュージカルの上演権を獲得し、翻訳ミュージカルのパイオニアとして、数々の名作・話題作を上演したのをはじめ、
女性を主役に据えた「女優劇」やシェイクスピアを新解釈で上演するなど、常に新しい世界に挑戦してきました。
クオリティとエンターテイメント性を兼ね備えた、誰にでも楽しんでもらえる多彩なプログラムは、きっとあなたを虜にすることでしょう。

｢エリザベート｣

｢レ・ミゼラブル｣

多彩なプログラムと伝統・革新の２軸で
感動は2つの劇場から

近代文化を担ってきた舞台人の聖地

コンパクトな劇場にみなぎる一体感とチャレンジ精神

帝国劇場

シアタークリエ

帝国劇場は、1911 年、西園寺公望、渋沢栄一らの提唱により、日本初の

2007 年 11 月、
「芸術座」の跡地に新しい日比谷のランドマークとして

西洋式演劇劇場として誕生。歌舞伎、オペラ、宝塚歌劇、バレエといった

誕生した「シアタークリエ」
。見易い座席を追求し、音響・照明設備な

さまざまな演目が上演され、
その活況ぶりを表す「今日は帝劇、
明日は三越」

どに最新技術を取り入れた劇場では、
ミュージカルからストレートプレ

といった流行語まで生まれました。1923 年、
関東大震災で焼失しましたが、

イまで幅広い年代に楽しんでもらえるラインアップを提供しています。

すぐに改修され、
翌 1924 年には公演を再開。その後、
1964 年に取り壊され、

旧芸術座から受け継ぐ｢チャレンジ精神｣、
そして｢創造は想像を生む｣を

1966 年に現在の帝劇へと生まれ変わりました。地下６階に及ぶ奈落、大

合言葉に、女性スタッフが中心の劇場です。舞台と客席の距離が近く、

小 4 つの迫り（せり）が内部に設置された廻り舞台、舞台後方からの映像

座席数 609 席というコンパクトな劇場ならではの空間は、役者と観客

投影を可能にするリア・スクリーンなど、最新の舞台機構を備えた帝劇で

に一体感が生まれ 、
同じ空間で作品を一緒に作り上げている感覚を味わ

は、演劇史に残る名作・大作が上演され、国際的な文化の殿堂として愛さ

うことができます。女性スタッフが中心のクリエは、トイレ混雑解消のた

れ続けています。

め、
入口と出口を分けており、幕間に食べやすいひと口サイズのお弁当が
用意されているなど、女性ならではのこだわりが随所に隠れています。

菊田一夫が築いたもの

人を楽しませる芝居ができたら、それは演劇の勝利だ
小林一三社長に招かれて東宝の演劇担当重役に就任し、芝居作りを一任された劇作家の菊田一夫は、「マイ・フェア・レディ」の上演権
を獲得して、日本で初めてブロードウェイ・ミュージカルを上演したり、新帝劇で「風と共に去りぬ」を上演するといった大がかりな企
画を実行した一方で、芸術座で手作りの大衆劇を毎月上演、当時まだ無名だった森光子ら、数多くの俳優を世に送り出すという実り豊か
な仕事を残しました。商業演劇の確立に生涯をかけ、観客を楽しませる芝居を書きつづけた菊田一夫の精神は、今なお脈々と東宝演劇の
なかに息づいています。

｢マイ・フェア・レディ｣

｢放浪記｣

東宝演劇は観たものを虜にします
100年の歴史を彩る珠玉の名作たち
帝国劇場

ミュージカル

1951 年、日本ミュージカルの創世記に上演された帝劇ミュージカルスの「モル
ガンお雪」は大成功をおさめ、その後、8 作の帝劇ミュージカルスが製作されま
した。1963 年、日本初のブロードウェイ・ミュージカル「マイ・フェア・レデイ」
から始まった東宝ミュージカルは、60 〜 70 年代に「サウンド・オブ・ミュージッ
ク」
（65 年初演）
など、
海外のミュージカル作品を次々と翻訳上演。
「屋根の上のヴァ
イオリン弾き」
（67 年初演）
、
「ラ・マンチャの男」
（69 年）などの人気作品も、
この時代に幕を開けました。
「ラ・マンチャの男」で主役を演じ、1911 年の帝劇
開幕から今日まで親子四代で帝劇の舞台に立つ松本幸四郎は、海外でもミュージ
カルの舞台に主演し、高い評価を得ました。
その後、ウエストエンド発のミュージカル、
「レ・ミゼラブル」
（87 年初演）の日
本初演にあたって、東宝は大々的なオーディションを実施。演出家のジョン・ケ
アードが「この作品にはスターは要らない。この作品がスターを生み出すのだ」
と語ったように、
「レ・ミゼラブル」には日本初演以来、300 名以上の出演者が
登場し、数多くのミュージカル・スター俳優が誕生しました。また、
「ミス・サ
イゴン」(92 年初演 ) は、実物大のヘリを舞台上に飛ばすなどスペクタクルな演
出で話題を呼び、大型ミュージカルの殿堂として評価を受けています。
近年は、ブロードウェイ、ウエストエンドに続くウィーン・ミュージカル「エリ
ザベート」
（00 年初演）
、
「モーツァルト！」
（02 年初演）が、観客の強い支持を
集めているほか、堂本光一主演のオリジナルミュージカル「ＳＨＯＣＫ」
（00 年
初演）も、初演以来毎公演、全席即日完売の人気となっています。

帝国劇場

ストレートプレイ

1940 年 3 月から東宝の直営劇場となった帝劇では、専属女優を中心とした公演
を行い、翌年には文芸協会が松井須磨子主演の「ハムレット」を日本で初めて上
演しました。帝劇はさまざまな劇団に門戸を開き、東西の名作を次々と舞台化し
ていきました。
時は移り、
1966 年、
新帝劇の最新舞台機構を駆使した菊田一夫の｢風と共に去りぬ」
は、当時の常識を超えた豪華な演出とスペクタクルな魅力で、記録的な動員を達
成しました。その後、主に小劇場で活動していた蜷川幸雄が「三文オペラ」
（77
年初演）で帝劇初演出。以後「元禄港歌」
「近松心中物語」をはじめ、数々のシェ
イクスピア作品を演出し、帝劇に新たな時代をもたらしました。
一方、浜木綿子「芝桜」
（96 年初演）
、
「売らいでか！」
（00 初演）年、佐久間良
子「唐人お吉」
（83 年初演）
、浅丘ルリ子「にごり絵」
（85 年初演）など、女性主
役の舞台も数多く上演されました。とりわけ山田五十鈴主演の日本美女絵巻シ
リーズは好評を博し、76 年初演の「愛染め高尾」は、翌年、文化庁芸術大賞を受
賞しています。また、2009 年には、前人未到の森光子の「放浪記」2000 回上演
達成記念公演も、ここ帝劇で行われました。

新しいものを新しいキャストで
シアタークリエ

ミュージカル

「シアター・クリエ」の前身「芸術座」は、
「体温のぬくもりが感じられるような
芝居を作りたい」という菊田一夫の夢が実った劇場でした。大劇場とは対照的な、
750 席の客席数で、じっくりと俳優の演技を味わってもらうという考え方を持つ、
ある意味実験的な劇場だったといえるでしょう。
「芸術座」では、
「カーニバル」
「サ
ウンド・オブ・ミュージック」
｢心を繋ぐ 6 ペンス」
「ファンタスティック」といっ
た日本初演作品が上演されました。
2007 年に誕生した「シアタークリエ」では、アルフレッド・ヒッチコック監督
の名画をミュージカル化した「レベッカ」
、
トニー賞 3 部門に輝いた名作「グレイ・
ガーデンズ」
、オフブロードウェイで開幕した作品「この森で、天使はバスを降
りた」
、カタログ・ミュージカルの「スーザンを探して」
、オリジナルミュージカ
ル「風を結んで」など、日本初演となる作品を中心に上演が行われています。

シアター・クリエ ストレートプレイ
1957 年 4 月、森繁久彌主演「暖伩」でこけら落としをした芸術座では、
「あかさ
たな」
「二十四の瞳」
「三婆」
「たぬき」
「おもろい女」
「細雪」など多数の作品が上
演され、
1959 年に菊田一夫が書き下ろした｢がめつい奴｣は流行語にもなりました。
また、
“新しいものを新しいキャストで” というコンセプトで、
外国映画や漫画「巨
人の星」の劇化など 48 年間の間に、実に幅広い多彩な演目を上演してきました。
「シアタークリエ」は、三谷幸喜の書き下ろし「恐れを知らぬ川上音二郎一座」
で 2007 年 11 月に幕を開けました。
森光子の代表作
「放浪記」
から、
新進気鋭の脚本・
演出家、田村孝裕の「ゼブラ」
、山田太一の小説を舞台化した「異人たちとの夏」
、
東宝特撮映画の傑作をラブファンタジーにした「ガス人間第 1 号」
、登場人物百
数十人のヒッチコック映画を 4 人で演じた
「The 39STEP 〜秘密の暗号を追え！」
、
一条ゆかりの大ヒット漫画を大石静の脚本で舞台化した「プライド」など、常に
新しい作品へと挑戦を続けています。

知っ得

プラスαの楽しみ
その１

劇場内でのお楽しみ！

観劇的な品揃え！
帝国劇場 1 階の売店は、パンフレットや上演作品の公式グッズ、限定商品のほか、
東京土産の佃煮や人形焼まで、びっくりするような豊富な品揃え。オペラグラスの
販売や貸し出しもしています。売店は 2 階にもあります。

ティースプーンのお持ち帰りＯＫ
幕間にお茶するなら帝国劇場 2 階の「インペリアル・パーラー」へ。コーヒー・紅茶
についてくる「帝国劇場」と刻印されたオリジナル・スプーンはお持ち帰り OK。
観劇のいい記念になります。

その2

劇場外でのお楽しみ！

クリエの半券でお得
シアタークリエの当日の半券提示で、東宝シアタークリエビル 2 階の「Cafe＆Meal
MUJI」では、ソフトドリンクをサービス。帝国ホテル 1 階「ガルガンチュワ」では
10％割引といううれしいサービスがあります。使わない手はありませんね！

オシャレスポットへ GO
帝劇周辺には、ザ・ペニンシュラ東京、帝国ホテル、東京會舘など、魅力的なスポッ
トがいっぱい。日比谷シャンテにはトム・クルーズやペ・ヨンジュンら、スターの手
ね

む

形がはめ込まれた「合歓の広場」があり、
ゴジラ像は待ち合わせスポットに便利です。

お電話でのお問い合わせ
（平日 9:00 〜 18:00）

03-3216-2008

㈱東宝エージェンシー 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3−1−1 帝国劇場内
尚、東宝演劇公演の中でもグループ観劇のお取扱いが無い公演もございます。予めご理解の程宜しくお願い申しあげます。

アクセス

■JR

■JR

・山手線「有楽町駅」国際フォーラム口下車徒歩 3 分

・山手線「有楽町駅」 日比谷口より徒歩 7分

■地下鉄

■地下鉄

・日比谷線

日比谷駅下車 4分

・千代田線

日比谷駅 A13 出口より徒歩 2分

・有楽町線

有楽町駅下車 0分

・日比谷線

日比谷駅 A5 出口より徒歩 3分

・千代田線

日比谷駅または二重橋下車 4 分

丸の内線
・
銀座線

銀座駅Ｃ１出口より徒歩 5 分

・都営三田線 日比谷駅下車 0 分
（B3出口が帝劇地下2 階に直結）

