
東京公演　　  10 月    7 日 ( 土 ) ～ 10 日 ( 火 )　新宿シアターブラッツ
函館公演　　  10 月 27 日 ( 金 )・28 日 ( 土 )　  Club COCOA

公演概要

【連絡先】
Mail：gunz@aol.jp（劇団専用）HP： http://tokyosamuraigunz.wix.com/index
住所：〒160-0022　東京都新宿区新宿 1-34-16 清水ビル B1F
　　　　　　　　　　　　シアターブラッツ気付「東京サムライガンズ」宛

東京サムライガンズ第１０弾 東京×函館二都市公演

作・演出 /加藤隼平　脚色 /東京サムライガンズ
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はじめに

あらすじ

登場人物

東京サムライガンズは、2006 年に主宰加藤隼平が旗揚げし、編成を変え 2012 年より現メンバー
になりました。また、2013 年より映像出身のプロデューサーを迎え、従来の枠を超えた演出にこだわ
り新たな演劇の魅力を発信しています。今回、記念すべき 10 回目公演を迎えるに当たって、東京
だけではなく主宰加藤隼平の故郷であり、観光大使も務める北海道函館市の凱旋公演を企画しており
ます。お酒と音楽が大好きなメンバーが「演劇の堅苦しい印象を一新したい」という思い
で集まり、劇場に限らずライブハウスや大規模クラブハウスでの公演を実施することで、自分たちに
しかできない「エンゲキ」の創造に励んでおります。今回は劇団として初めての二都市公演というこ
とで、設立時からの連続満員御礼の大人気シリーズ「プレイフルネスデイズ」の過去 3作品の
ベスト盤とし、脚本・演出も新たに、更なる感動の共有を目指して発信します。
登場人物たちが、今出来る最大限の優しさや思いやりで、家族、仲間、恋人、人生と向き合い、
葛藤する姿を見て頂くことで、皆様の明日を少しでも笑顔で元気にすることが出来れば幸いです。

これ！といった夢が無いことがコンプレックスだった明（あきら）は、若くして亡くなった両親が残した
BAR を改装してシェアハウスを営むことにした。そこでタイミング良く集まったのが、俳優、ミュー
ジシャン、浪人生、オカマの料理人、そして…アフリカ人 !?彼らとの奇妙な共同生活が始まったー。

「今の最善を導き出す前向きな若さ！」だけをモットーに前進する、夢多き彼らの未完成で等身大
の喜怒哀楽コメディー青春劇。

役名（俳優名）
唐澤 明（舩原孝路）…この物語の主人公、シェアハウスのオーナー
三船 敏彦（志賀守）…俳優を目指す暴れん坊のムードメーカー
野崎 豊（加藤隼平）…引きこもりの自称ミュージシャン
野口 英生（渡辺啓太）…東大受験を四回失敗している浪人生
戸田 祐二（星野ケンジ）…オカマの料理人、シェアハウス内の母性
エディ（榊原仁）…アフリカから単身赴任、８人の妻に仕送りをしている

日向 葵（Asami）…明と幼馴染でお姉ちゃん的な存在。亡き父の後を継ぎ現大家となる
三船 結（乃下未帆）…三船敏彦の妹、両親との関係を取り持つため、シェアハウスを訪れる
狭川（松田好太郎）…この街の配達屋さん。サボリ癖があり、ほぼ住人と化している
滝（ジッコ）… シェアハウスを訪れる詐欺師、冷酷に見えて実は親想いな一面を持つ

唐澤 陽太（楠田敏之）…明の亡き父、どうしても叶えたい夢があるとシェアハウスに降臨

【友情出演】
町内会長（ムートン伊藤 / 須田拓也）… 町内会長、外見のインパクトが強い心優しき変わり者
副会長（中川裕太 / 鈴木コウタ / 竹澤俊哉）…町内会長の腰巾着、実は次期会長の座を密かに狙っている

ド　タ　バ　タ
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■タイトル
『STANDByWE』( スタンドバイウィー )

【東京公演】
■期間 　　　10月7日 (土 )～ 10日 (火 )
■劇場　　　 新宿シアターブラッツ
■出演　　　
舩原孝路/志賀守/加藤隼平/渡辺啓太/星野ケンジ/榊原仁/Asami/松田好太郎/乃下未帆/楠田敏之/ジッコ
【ゲスト】
[Ａ]ムートン伊藤/中川裕太
[Ｂ]須田拓也 (パップコーン )/鈴木コウタ
■料金　　　一般：3,800円　U-19：2,500円　超得ガンズセット：5,800円　※当日券は全種+500円
■ﾁｹｯﾄ　　　カルテットオンライン（予約・振込）・役者手売
予約フォーム　https://www.quartet-online.net/ticket/standbywe
■タイムテーブル
7日（土）　15:00(A)/19:00(B)
8日（日）　15:00(B)/19:00(B)
9日（祝）　15:00(A)/19:00(A)
10日（火）14:00(B)
開場は開演の30分前、本編は約100分を予定
ソワレ終演後45分間のプチ打ち上げ

※全てのお客様に当日、アルコール400円またはソフトドリンク300円のいずれかを別途頂戴いたします。
※ガンズセットは一般入場料に＋2,000円で飲み放題&オリジナル缶クージー+公演パンフレット（販売価格2300
円相当）が付く大変お得なセットです。数量限定、前列桟敷席指定。

【函館公演】函館演劇ライン2017参加作品
■期間 　　　10月27日 (金 )・28日 (土 )
■劇場　　　Club COCOA
■出演
舩原孝路/志賀守/加藤隼平/渡辺啓太/星野ケンジ/榊原仁/Asami/松田好太郎/乃下未帆/楠田敏之/ジッコ/
ムートン伊藤/竹澤俊哉 (A.S.K)
■料金　　　一般：3,500円　学生（立見）：2,000円　※当日券は全種+500円
■ﾁｹｯﾄ　　　カルテットオンライン（予約・振込）・役者手売
予約フォーム　https://www.quartet-online.net/ticket/standbywe
■タイムテーブル
27日（金）　15:00/19:00
28日（土）　15:00/19:00
開場は開演の30分前、本編は約100分を予定
※全てのお客様に当日お越しいただいた際、ドリンク500円を別途頂戴いたします。

【SPECIAL LIVEPARTY】
27日（金）  22:00 OPEN・START/24：00 CLOSE予定
■出演   
H.O.Z.E./active-A 他
■料金   1,500円
■ﾁｹｯﾄ   当日券のみ
※未成年入場不可
※SPECIAL LIVEPARTYのドリンクはキャッシュオン制となります。
※LIVEPARTYのみの参加可。
※公演とライブは入替制となります。

■スタッフ
作・演出/加藤隼平　脚色/東京サムライガンズ　舞台監督/藤田清二　照明/仲光和樹 (E-FLAT)　
音響 /渡邉禎史 (東京公演 )・柳田那津子（函館公演）　美術/工房F　楽曲提供/H.O.Z.E.・active-A　
キャラクターデザイン/ Grafitti Roar　演出助手/榊原仁　制作/野田麻衣　制作協力/笹原めぐみ　
宣伝写真・DVD撮影 /伊藤華織　プロデューサー/早瀬志都加　WEB・宣伝デザイン・映像/Robber.
企画・主催/東京サムライガンズ

公演概要
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東京サムライガンズ　tokyosamuraigunz

設立年 2006　

WEBSITE http://tokyosamuraigunz.wixsite.com/index　

Twitter @aflow_bot

PROFILE

2006 年から編成を変え現在の 2012 年より現メンバーに、 お酒と音楽が大好きなメンバーが劇団の堅苦しい

イメージを壊したいという想いで自分たちにしかできないオリジナルエンゲキを探求している。

STAGE  
東京サムライガンズ第九弾 「ParkTheTree」 2016 

主催イベント＆ＬＩＶE企画

その他

「ＴＨＥＦＡＭＩＬＩＡＲ発売記念イベント」　会場：カラバッシュ　2016
東京サムライガンズ「KIVASEN～嗚呼素晴らしきオトナの騎馬戦～」　会場：渋谷GLAD　2014
UPLINK共同企画DVD発売記念プレビュートーク＆ライブ　会場：渋谷アップリンクファクトリー　2013
地下ライブ「チカフェスタ」　会場：渋谷ＨＯＭＥ　2012

「焼來肉ロックフェス2017 南信州・飯田」　メインステージＭＣ

東京サムライガンズ第八弾 「THE FAMILIAR」 2015
東京サムラガインズ × 田村亮一座 「TENSAI」 2015
東京サムライガンズ第七弾 「ＡＲＴ～愛とロマンと哲学と～」 2014 
東京サムライガンズ第六弾 「嗚呼素晴らしきサラリィ人生」 2014 
東京サムライガンズ第五弾 「さらば愛しき HAPPYEND.」 2013 
東京サムライガンズ第四弾 「プレイフルネスデイズ２～僕たちの Answer ～」 2012
東京サムライガンズ第三弾 「プレイフルネスデイズ～人生最○のサプライズ～」 2012
東京サムライガンズ第二弾 「THE LIFEGAME」 2009
東京サムライガンズ第一弾 「ポジティブナルシスト」 2006

TOKYOSAMURAIGUNZ

S I N C E  2 0 0 6
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【連絡先】
Mail：gunz@aol.jp（劇団専用）HP： http://tokyosamuraigunz.wix.com/index
住所：〒160-0022　東京都新宿区新宿 1-34-16 清水ビル B1F
　　　　　　　　　　　　シアターブラッツ気付「東京サムライガンズ」宛

協賛一覧 ※協賛、特典の内容は変更する可能性がございます。

大好評の祝い提灯、2015 年 6 月田村亮一座との
コラボレーション公演で 100 個を記録しました。

　　　　　　

特典１

特典２

特典３

特典４

ポスター掲載　※1

チラシ掲載　　※1

エンドロール掲載

公演パンフレット

鑑賞券

募集枠

協賛価格 ( 円 )

※1　ポスター、チラシへの掲載は８月 28 日までお申込みの方限定特典となります（先着順になります）協賛名はテキスト掲載。
※2　各会場・舞台内 BAR セットのどこかに A2サイズ以内になります。デザインは応相談。
※3　○○さん結婚記念公演、○○誕生日おめでとう記念公演など公演毎にタイトルをつけられます。
※4　集合写真キャストは、公演ごとに変更になる可能性意があります。
※5　提灯は、募集を過ぎても随時受付させていただきますが、公演の初日に展示が間に合わない可能性がございます。
　　　　　　　　　　協賛は原則として前振り込みとさせていただきます。詳細は担当者からご連絡差し上げます。

冠協賛【企業向け】

株式会社□□□presents などの冠名

公演時、協賛社紹介アナウンス

出演キャストと集合写真※４

舞台セットに広告掲示※2

○

○

○

○

ご招待券６枚

都市毎　限定１枠

100000

公演タイトル協賛【団体・個人向け】

各公演毎にタイトル協賛※3

公演時、協賛者紹介アナウンス

出演キャストと集合写真※４

ー

ー

○

○

○

ご招待券２枚

公演毎　各１枠　東京 7枠・函館 4枠

30000

祝い提灯協賛【個人向け】

名入れ提灯作成

全会場灯入れ展示

ー

ー

ー

ー

○

○

ー

最大 100 個

10000

8 月 28 日（月）募集〆切 8 月 28 日（月） 東京   9 月 25 日 ( 月 )※５
函館 10 月 10 日 ( 火 )※５

劇場の入り口を貴方のお名前で飾ってみませんか？

【祝い提灯・協賛募集のお願い】
当公演「スタンドバイウィー」では、ご協賛と劇場のロビーを飾る、祝い提灯にご協力していだける方を幅広く募集しています。
東京サムライガンズでお馴染みとなったこの企画は、これまでに 300 個を超える提灯の申し込みがあり、好評をいただいております。
また、お祝金として頂戴しましたものは、贈られた出演者へのご祝儀として、その一部を還元させていただいております。
公演当日受付周りは、お祭りのような活気や風情で彩られ記念写真の場所としても賑わいをみせております。
企業、個人、連名、問いませんので皆様も是非ご協力くださいますようお願い申し上げます。

特典：第 10弾 !! 記念公演パンフレット

お問い合わせ・申し込みは gunz@aol.jp まで件名を「祝い提灯」として送信ください。

お名前　　　　　　　　【　　　　　　　　　　】様
電話番号　　　　　　　【　　　　　　　　　　】
提灯の口数　　　　　　【　　　　】口　※複数応募の方は特典を口数分差し上げます。
提灯を贈る俳優名　　　【　　　　　　　　　　】宛
提灯に記載する名称　　【　　　　　　　　　　】より
お振り込み予定日　　　【　　　月　　　日　】 
お振り込み名義　　　　【　　　　　　　　　　】様
ご観劇予定日　　　　　【　　　月　　　日　　時の回】
ご来場の無い場合は 11 月上旬に発送させていただきます。
発送先ご住所　　　　　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

振り込み先
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
お振り込み先　【三菱東京ＵＦＪ銀行】
新宿支店　　普通口座：０３７１３８２
[ 口座名義 ] トウキョウサムライガンズ
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*

※ご予約名と異なるお名前での入金、また、ご予約のない入金は無効となります。
※募集期間を過ぎた場合でも仕上がりが間に合えば初日から飾らせていただきます
※振込手数料はご負担下さい。
※領収書が必要な方はお申し付けください。
※メールにてお申込み後、同じお名前で口数分の金額をお振込ください。  

冠協賛・公演タイトル協賛も募集しております。下記一覧表をご参考の上 gunz@aol.jp までお問い合わせください。

8月 17 日 ( 木 ) 開始
※先着順になります。
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