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株式会社プラグマックス＆エンタテインメントは、
演劇制作を中心に、『制作請負事業』『主催事業』の２つを柱に活動する
舞台芸術・ライブエンタテインメントの企画制作プロダクションです。

: 株式会社プラグマックス＆エンタテインメント

: 東京都渋谷区本町1-20-2 パルムハウス初台1011号
: 03-6276-8443 ＜営業時間 11:00〜18:00（平日）＞

: 平成22年4月1日
: 2,000,000円
: 片山善博
: 佐々木康志 高田雅士 笠原健一 中柄毅志 原佳乃子 藤井敦子

1. 演劇制作事業
2. 関連グッズ・マーチャンダイズの企画・製作・販売
3. WEB、USTREAMなどの映像コンテンツ制作

平成22年（2010年）4月1日に、有限会社ゴーチ・ブラザーズの制作部を母体として、
よりエンタテインメント性の高い舞台制作・運営を目的に設立。
平成22年（2010年）9月より所在地を目黒区に移し、本格的に事業をスタート。
平成24年（2012年）5月より所在地を渋谷区本町に移転。

: 三菱東京UFJ銀行 代々木上原支店

: ㈱アミューズ ㈱ヴィレッヂ エイベックス・エンタテインメント㈱
㈲ゴーチ・ブラザーズ 公益財団法人新国立劇場運営財団 ㈱サードステージ
㈱TBSテレビ ㈱ネルケプランニング ㈱ハウフルス ほか

: 猪股宏之 （税理士法人 猪股会計）

＜会社概要＞

社名

所在地
電 話

設 立
資 本 金
代表取締役
制 作 部

事業内容

沿 革

主要取引銀行

主要取引先（五十音順）

監 査 役



ー 制作協力公演 ー
演劇公演の制作業務を担当し、公演における＜スケジュール＞＜安全＞＜コスト＞＜クオリティ＞の管理を行います。

劇団公演から、テレビ局、芸能プロダクション主催のプロデュース公演まで、ジャンルや大小の規模を問わずさまざまな実績があります。
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2017年

『俺節』 会場：TBS赤坂ACTシアター／オリックス劇場 【主催：TBS】 脚本・演出：福原充則

劇団☆新感線『髑髏城の七人』Season花 会場：IHIステージアラウンド東京 作：中島かずき 演出：いのうえひでのり

【主催：TBS／ディスクガレージ／ローソンHMVエンタテイメント／電通 制作：ヴィレッヂ 企画・製作：TBS／ヴィレッヂ／劇団☆新感線】

舞台『ちるらん 新撰組鎮魂歌』 会場：天王洲 銀河劇場／森ノ宮ピロティホール【主催：AEI／SRP東京／スポーツニッポン新聞社】

漫画：橋本エイジ 原作：梅村真也 脚本：久米伸明 演出：岡村俊一

舞台『私のホストちゃんREBORN』 会場：サンシャイン劇場 ほか 大阪・名古屋公演【主催：テレビ朝日／ALC／AVI／SRP東京／MMJ】

総合プロデュース：鈴木おさむ 脚本･演出：村上大樹

2016年

『サバイバーズ・ギルト＆シェイム』 会場：紀伊國屋ホール 【企画・製作・主催 サードステージ 提携：紀伊國屋ホール】 作･演出：鴻上尚史

プロペラ犬『珍渦虫』 会場：ザ・スズナリ【主催：プロペラ犬】 作：連行おい＋えのもとぐりむ 演出：水野美紀

『嫌われ松子の一生』 会場：品川プリンスホテル クラブeX【主催：ネルケプランニング】 原作：山田宗樹 脚本： 演出：葛木 英

舞台『ReLIFE』 会場：サンシャイン劇場 梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ【主催：エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ】

原作：夜宵草（comico） 脚本：久米伸明 演出：岡村俊一

『絢爛とか爛漫とか』（再演） 会場：品川プリンスホテル クラブeX【主催：AKS／ネルケプランニング】 脚本：飯島早苗 演出：赤澤ムック

『マジすか学園〜Lost In The SuperMarket〜』 会場：赤坂ACTシアター【主催：Y&N Brothers／AKS／ネルケプランニング】

企画・原案：秋元康 脚本：御笠ノ忠次 演出：茅野イサム

『新・幕末純情伝』 会場：天王洲銀河劇場 紀伊國屋ホール ほか【主催：ネルケプランニング／Grick 制作：RUP】

作：つかこうへい 演出：岡村俊一

『イントレランスの祭』 会場：全労済ホール／スペース・ゼロ【主催：全労済 企画製作：サードステージ】 作・演出：鴻上尚史

『絢爛とか爛漫とか』 会場：品川プリンスホテル クラブeX【主催：AKS／ネルケプランニング】 脚本：飯島早苗 演出：赤澤ムック

シアターシュリンプ第二回公演『ガールズビジネスサテライト』 会場：東京グローブ座／森ノ宮ピロティホール【主催：スターダストプロモーション】

脚本・演出：土屋亮一（シベリア少女鉄道）

舞台『私のホストちゃん THE FINAL〜激突！名古屋栄編〜』 会場：天王洲銀河劇場 ほか 福岡・大阪・名古屋公演【主催：テレビ朝日／ALC／AVI／SRP東京／MMJ】

総合プロデュース：鈴木おさむ 脚本･演出：村上大樹

東京No.1親子『あぶくしゃくりのブリガンテ』 会場：下北沢駅前劇場【主催：東京No.1親子】 脚本・演出：福原充則

ー 制作協力公演・実績（一部） ー
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ー 主催公演 ー

ベッド＆メイキングス 第１回公演

『墓場、女子高生』

演劇制作のプロフェッショナルとしての豊富な経験・ノウハウを生かし、徹底的に＜クオリティ＞にこだわった作品を発表してきました。

2012年2月、脚本家・演出家である福原充則と、俳優・富岡晃一郎が旗揚げした劇団「ベッド＆メイキングス」の第１回公演。
「生き返ってしまった女子高生」と「生き返らせてしまった女子高生」を描き、
誰もが一度は経験するであろう「死者との決別」という普遍的なテーマに バカバカしくも新しい提言をもたらす。
評判が評判を呼び、チケット入手困難な“伝説的な公演”と称された。2015年7月に待望の再演が決定。

公演日程 : 
公演会場 : 
作・演出 :
出演 :

2012年2月1日（水）〜2月5日（日）
座・高円寺1
福原充則
安藤 聖 吉本菜穂子 町田マリー／
松本まりか 佐久間麻由 亀田梨紗
下城麻菜 岸井ゆきの 岩本幸子／
川本直人 植本 潤 ／富岡晃一郎
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『阿呆の鼻毛で
蜻蛉をつなぐ』

公演日程 : 2012年9月21日（金）〜30日（日）
公演会場 : 本多劇場
共催 ：㈱アミューズ

脚本 ：赤堀雅秋
演出 ：河原雅彦
出演 ：植原卓也 橋本 淳 平田裕一郎

栁澤貴彦 板橋駿谷 田島ゆみか
瀧内公美／
加藤 啓 駒木根隆介 吉本菜穂子／
市川しんぺー／伊藤正之

ー 主催公演 ー

ベッド＆メイキングス 第3回公演

野外劇
『南の島に雪が降る』

公演日程 : 2014年6月12日（木）〜22日（日）
公演会場 : お台場潮風公園内

「太陽の広場」特設会場

脚本・演出 : 福原充則
原作 : 加東大介（光文社千恵の森文庫）
出演 : 富岡晃一郎 猫背椿 早乙女友貴

丸山厚人 久保貫太郎 加瀬澤拓未
畑中実 結城洋平 矢野昌幸
望月綾乃 佐藤銀平 小林顕作
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『幕末太陽傳』

公演日程 : 2015年9月4日（金）〜13日（日）
公演会場 : 本多劇場
共催 ：エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ㈱

上演台本・演出：江本純子
出演 ：青木崇高 田畑智子 MEGUMI 小林且弥

矢田悠祐 高橋龍輝 清水優 佐久間麻由 和田瑠子 遠藤隆太
梨木智香 阿久澤菜々 平野鈴 岩瀬亮 羽場睦子 猪股俊明
野中隆光 富岡晃一郎 加藤啓 宍戸美和公 金子清文

ー 主催公演 ー

ベッド＆メイキングス 第5回公演

『あたらしいエクスプロージョン』

公演日程 : 2017年3月3日（金）〜21日（火）
公演会場 : 浅草九劇〈杮落とし〉

脚本・演出 : 福原充則
出演 : 八嶋智人 川島海荷 町田マリー 大鶴佐助

富岡晃一郎 山本亨


