
彩の国シェイクスピア・シリーズDVD/BD貸出作品一覧 R4.4.1現在

ＤＶＤ ＢＤ

2 十二夜 蜷川幸雄 松岡和子
冨樫真/鶴見辰吾/宮本裕子/石井愃一/大森
博/鈴木豊/土師孝也/清水幹生/たかお鷹/
根岸明美/木場勝巳/壤晴彦

1998年 2004年 ホリプロ 138 51000066 ○

3 リチャード三世 蜷川幸雄 松岡和子
市村正親/久世星佳/有馬稲子/瑳川哲朗/勝
部演之/辻萬長/楠侑子/中村美代子

1999年 2005年 ホリプロ 170 51000088 ○

8 マクベス 蜷川幸雄 松岡和子
唐沢寿明/大竹しのぶ/勝村政信/六平直政/
大石継太/神保共子/立石凉子/梅沢昌代/大
川浩樹/妹尾正文/梅津栄

NY BAMネクストウェーブ・フェスティバル参加
作品

2001年 2008年 ホリプロ 158 51000107 ○

11 ハムレット 蜷川幸雄 松岡和子
市村正親/篠原涼子/湯浅実/瑳川哲朗/夏木
マリ

本シリーズのため、わずか266席が舞台を取
り囲む濃密な劇空間で新演出を披露

2001年 2005年 ホリプロ 176 51000089 ○

12 ペリクリーズ 蜷川幸雄 松岡和子
内野聖陽/田中裕子/白石加代子/瑳川哲朗/
市村正親

第３回朝日舞台芸術劇場賞グランプリ受賞
第１１回読売演劇大賞優秀作品賞受賞　英国
ナショナルシアター正式招待作品

2003年 2004年 ホリプロ 188 51000067 ○

13 タイタス・アンドロニカス 蜷川幸雄 松岡和子
吉田鋼太郎/麻実れい/小栗旬/真中瞳/壌晴
彦
/鶴見辰吾

・彩の国シェイクスピアシリーズ第13弾の再演
・英国ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー主
催ザ・コンプリート・ワークス正式招待作品

2004年 2006年 ホリプロ 192 51000099 ○

14 お気に召すまま 蜷川幸雄 松岡和子
成宮寛貴/小栗旬/吉田鋼太郎/菅野菜保之/
高橋洋/月川勇気/大石継太

人気のオールメール・シリーズ第1弾！ 2004年 2007年 ホリプロ 182 51000103 ○

51000098 ○

51000394 ○

51000108 ○

51000397 ○

51000104 ○

51000395 ○

51000112 ○

51000398 ○

51000113 ○

51000399 ○

51000121 ○

51000400 ○

51000122 ○

51000401 ○

51000402 ○

51000133 ○

51000403 ○

51000134 ○

51000139 ○

51000405 ○

51000140 ○

51000406 ○

51000145 ○

51000407 ○

26 トロイラスとクレシダ 蜷川幸雄 松岡和子
山本裕典/月川悠貴/細貝圭/長田成哉/佐藤
祐基/塩谷瞬/内田滋

2012年 2013年 ホリプロ 172 51000146 ○

51000150 ○

51000408 ○

51000151 ○

51000409 ○
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NO 作品名 演出

間違いの喜劇15 2006年 2006年 ホリプロ

資料
番号

翻訳 主な出演者 備考 収録年 出版年 出版社

コリオレイナス16

恋の骨折り損17

オセロー18

唐沢寿明/白石加代子/勝村政信/香寿たつ
き/吉田鋼太郎/瑳川哲朗

蜷川幸雄 松岡和子

2007年 2007年 ホリプロ

2007年 2008年 ホリプロ

2007年 2008年 ホリプロ

時間
（分）

117

ヘンリー四世第2部27

ヘンリー六世前編22

ヘンリー六世後編22

じゃじゃ馬馴らし23

リア王19

から騒ぎ20

冬物語21

蜷川幸雄 松岡和子
小栗旬/高橋洋/内田滋/月川悠貴/鶴見辰吾
/吉田鋼太郎/瑳川哲朗

男性俳優のみで喜劇を上演

北村一輝/姜暢雄/窪塚俊介/高橋洋/内田滋
/月川悠貴/中村友也/須賀貴匡

蜷川幸雄 松岡和子
・オールメール・シリーズ第3弾！
・恋の駆け引きを機知に富んだ会話で描いた
恋愛喜劇

アントニーとクレオパト
ラ

24

ヘンリー四世第1部27

蜷川幸雄 松岡和子
唐沢寿明/田中裕子/横田栄司/長谷川博巳/
藤田弓子/六平直政/瑳川哲朗

ホリプロ

2008年 2009年 ホリプロ

蜷川幸雄 松岡和子
吉田鋼太郎/蒼井優/高橋洋/馬渕英俚可/山
口馬木也/壌晴彦

蜷川幸雄 松岡和子
平幹二朗/内山理名/とよた真帆/銀粉蝶/池
内博之/高橋洋/山崎一/吉田鋼太郎/瑳川哲
朗

蜷川幸雄 松岡和子
小出恵介/高橋一生/長谷川博巳/月川悠貴/
吉田鋼太郎/瑳川哲朗

オールメール・シリーズ第４弾

2008年 2008年

2010年 2011年 ホリプロ蜷川幸雄 松岡和子
上川隆也/大竹しのぶ/高岡蒼甫/池内博之/
長谷川博己/草刈民代/吉田鋼太郎/瑳川哲
朗

蜷川幸雄 松岡和子 市川亀十郎/筧利夫/山本裕典/月川悠貴 オールメール・シリーズ第５弾

メディア種別

蜷川幸雄 ホリプロ2012年2011年

2013年 2013年 ホリプロ

2013年 2013年 ホリプロ

2010年 2012年

蜷川幸雄 松岡和子
上川隆也/大竹しのぶ/高岡蒼甫/池内博之/
長谷川博己/草刈民代/吉田鋼太郎/瑳川哲
朗

2010年

2009年 2009年 ホリプロ

ホリプロ

2011年 ホリプロ

吉田鋼太郎/安蘭けい/池内博之/橋本じゅん
/中川安奈/熊谷真実

松岡和子

蜷川幸雄 松岡和子
吉田鋼太郎/松坂桃李/木場勝己/立石涼子/
星智也/矢野聖人/冨樫真/磯部勉/たかお鷹
/辻萬長/嵯川哲朗

蜷川幸雄 松岡和子
吉田鋼太郎/松坂桃李/木場勝己/立石涼子/
星智也/矢野聖人/冨樫真/磯部勉/たかお鷹
/辻萬長/嵯川哲朗

183

178

225

203

164

201

204

192

147

184

188

132

114

25 シンベリン 松岡和子蜷川幸雄
阿部寛/大竹しのぶ/窪塚洋介/勝村政信/浦
井健治/瑳川哲朗/吉田鋼太郎/鳳蘭/

2012年 2013年 ホリプロ
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NO 作品名 演出

資料
番号

翻訳 主な出演者 備考 収録年 出版年 出版社
時間
（分）

メディア種別

51000162 ○

51000410 ○

51000163 ○

51000411 ○

51000386 ○

51000412 ○

51000387 ○

51000414 ○

33 アテネのタイモン 吉田鋼太郎 松岡和子 吉田鋼太郎/藤原竜也/柿澤勇人/横田栄司 2017年 2019年 ホリプロ 143 51000391 ○

34 ヘンリー五世 吉田鋼太郎 松岡和子
松坂桃李/吉田鋼太郎/溝端淳平/横田栄司/
中河内雅貴/河内大和

2019年 2020年 ホリプロ 163 51000416 ○

尺には尺を32

ヴェニスの商人28

ジュリアス・シーザー29

ヴェローナの二紳士31

2016年 2017年 ホリプロ

2013年 2015年 ホリプロ

2014年 2015年 ホリプロ

溝端淳平/三浦涼介/高橋光臣/月川悠貴/正
名僕蔵/横田栄司/大石継太/岡田正

蜷川幸雄 松岡和子

蜷川幸雄 松岡和子
市川猿之助/高橋克実/中村倫也/横田栄司/
大野拓朗/間宮啓行/石井愃一

蜷川幸雄 松岡和子 阿部寛/藤原竜也/横田栄司/吉田綱太郎

166

175

123

159蜷川幸雄 松岡和子
藤木直人/多部未華子/立石涼子/石井愃一/
辻萬長

蜷川幸雄追悼公演

2015年 2017年 ホリプロ
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