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PARCO 劇場の看板作品のひとつとして 26 年間上演してきた朗読劇 

「ＬＯＶＥ
ラ ヴ ・

 ＬＥＴＴＥＲＳ
レ タ ー ズ

」を調布で上演！ 

 
調布 PARCO は、株式会社パルコが PARCO 劇場の看板作品のひとつとして 26 年間上演してきた     

朗読劇「LOVE LETTERS（ラヴ・レターズ）」を、2017 年 12 月 8 日（金）にイオンシネマ シアタス     

調布で上演します。 

調布 PARCO は 1989 年にオープンして以来、地域密着型のファッションビルとして地元の皆様に  

ご利用いただいてきました。調布駅前の再開発が進み、調布の街全体がさらに盛り上がる中、パルコが  

持つエンタテインメントコンテンツを地域の皆様にもお届けしたいと考え、「LOVE LETTERS」の上演を

決定しました。今回は調布 PARCO として初めてイオンシネマ シアタス調布とコラボレーションし、 

開業間もない映画館をステージとして公演を開催します。 

「LOVE LETTERS」は、ステージ上で並んで座った男優と女優が互いへの手紙を朗読し合う舞台です。

パルコ劇場では、1990 年以来 26 年間にわたり様々な出演者を迎え、青井陽治氏の演出で公演を重ねて

きました。本公演は、映画「この世界の片隅に」で声優として共演した細谷佳正さんとのんさんで上演  

いたします。また、演出は、青井陽治氏の早すぎる逝去という困難を乗り越えて、新たに藤田俊太郎氏を

迎え、「LOVE LETTERS」も調布 PARCO とともに次のステップを踏み出します。 

 

調布パルコ×イオンシネマ シアタス調布 スペシャル 

ＬＯＶＥ
ラ ヴ ・

 ＬＥＴＴＥＲＳ
レ タ ー ズ

 
―青井陽治追悼― 

作＝A.R.ガーニー  翻訳：青井陽治 演出＝藤田俊太郎 

主催＝調布 PARCO 

 

■会   場：イオンシネマ シアタス調布 スクリーン 10 

■料   金：5,400 円（全席指定・税込） 

■日程／出演者： 

12 月 8 日（金）18：30 開演 細谷佳正 ＆ のん  

■前売開始：2017 年 11 月 3 日（金・祝） 

■チケット取り扱い 

○PARCO STAGE スマホアプリ「パルステ！」 

○チケットぴあ http://w.pia.jp/t/p-letters/ 

【発売日特電】0570-02-9920 

【11/4 以降】 0570-02-9999（P コード：482-428） 

○ローソンチケット http://l-tike.com/p-letters/ 

【発売日特電】 0570-08-4632 

【11/4 以降】 0570-08-4003（L コード：34564）  

0570-00-0407（オペレーター対応）  

○イープラス（ｅ+）http://eplus.jp/p-letters/ 

■公演に関するお問合せ：パルコステージ 03-3477-5858（月～土 11:00～19:00/日・祝 11:00～15:00） 

http://www.parco-play.com/    

※本公演は大変静かな作品ですので開演時間までにご入場いただけない場合、第 2幕よりご入場いただきます。 

※未就学児のご入場はお断り申し上げております。何卒ご了承ください。 

※車イスでご来場予定のお客様は購入席番を前日までにパルコステージあてにご連絡ください。 
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【参考資料】 

 

■LOVE LETTERS について 

手紙で綴られる男と女の人生があなたの心に響きます。 

1990 年から青井陽治とともに歩んできた『LOVE LETTERS』。 

26 年間本作品の翻訳・演出家として 469 回の『LOVE LETTERS』を演出してきた青井陽治は、本年    

9 月 1 日、天に旅立ちました。その後を継いで、青井の薫陶を受けた藤田俊太郎が、新たに      

『LOVE LETTERS』を演出します。青井の演出を大切にしながらも次の一歩を踏み出したいと語る藤田

俊太郎。その藤田と共に、新たな『LOVE LETTERS』のスタートを飾るカップルは、細谷佳正とのんで

す。映画『この世界の片隅に』で声優として共演した二人が、新たにオープンした映画館シアタス調布で、

青井陽治への追悼の想いを込めて、『LOVE LETTERS』の次の一歩を踏み出します。 

 

 

■演出 藤田俊太郎コメント 

 

親愛なる青井陽治様。 

心をこめて LOVE LETTER を贈ります。 

2017 年 12 月から青井さんが 26 年間大切に演出されてきた『LOVE LETTERS』を引き継がせて     

いただきます。 

 

青井さんとの出会いは 2007 年、僕の師匠である蜷川幸雄さんが演出した『恋の骨折り損』の稽古場   

でした。25 年ぶりに俳優として舞台復帰された青井さん、僕は演出助手として作品に関わっていました。

青井さんはご自分の台詞が正しく言えているかどうか、日々の稽古の中で助手である僕にチェックをして

欲しいと頼んでくれました。 

台詞、言葉をとても大事にする姿に感銘を受けました。僕は青井さんに対してなにか大きい仕事をした 

わけではありませんが、あの時の青井さんの「稽古中の君の細かいチェックのお陰で公演を乗り越える 

ことができました、ありがとう」という言葉は、演出助手である僕にとって支えとなる言葉でした。   

そして「君が演出をする時は必ず劇場に駆けつけます」と。その言葉通り 2011 年の自主公演や、僕の   

バンドのライヴに来てくださったこと、こころから感謝しています。僕がミュージカル演出のお話を   

いただくようになってからは、たくさんのことを教わりました。それは青井さんが切り開き、歩んできた

道、現在に繋がるミュージカル、演劇の歴史そのものです。その全ての言葉はいつまでも僕の中に    

生き続けています。 

 

今回の『LOVE LETTERS』上演でアンディー細谷佳正さん、メリッサのんさんに出会えたことに感謝を

込めまして。青井さんの想いを一通一通、一文字一文字の LOVE LETTERS に込めてお客様に届けます。

どうか見守っていてください。ありがとうございます。 

また LOVE LETTER を贈ります。  

 

藤田俊太郎 

 
 

◇プロフィール 

1980 年生まれ、秋田県出身。 東京藝術大学美術学部先端芸術表現科在学中の 2004 年、ニナガワ・スタジオ

に入る。2005 年以降 2015 年まで蜷川幸雄作品に演出助手として関わった。2015 年『ザ・ビューティフル・

ゲーム』の演出により 第 22 回読売演劇大賞 杉村春子賞 優秀演家賞。 2017 年『ジャージー・ボーイズ』

の演出により第 24 回読売演劇大賞 優秀演出家賞。 『ジャージー・ボーイズ』『手紙 2017』の演出の成果

に対して第 42 回菊田一夫演劇賞。2015 年『美女音楽劇 人魚姫』2016 年『Take Me Out』2017 年『ダニーと

紺碧の海』『ピーターパン』演出。 
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■細谷佳正コメント 

ずっとやってみたかった事に、こうして関わらせて頂く事が出来て、とても嬉しく思います。 

『舞台に立つ者』として臨める事が幸せです。本番当日が今から本当に楽しみです。 

皆様のご来場、心よりお待ちしています。 

 

◇プロフィール 

1982 年 2 月 10 日、広島県出身。声優として活躍。 

海外映画の吹き替えに多数出演、その後『テニスの王子様 Original Video Animation 全国大会篇 Semifinal』の

白石蔵ノ介役で注目を集める。2010 年『刀語』の鑢七花役で主演を務め、 

その後『ちはやふる』『進撃の巨人』『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』などに出演。 

2016 年日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞『この世界の片隅に』では、主人公すずの夫・周作役

を演じる。2014 年に第 8 回、2016 年に第 10 回声優アワード助演男優賞を受賞。 

 
 

■のんコメント 

この度、LOVE LETTERS に出演させていただく事になりました。 素晴らしい作品に関われる事、    

そして復帰された細谷佳正さんと初めて面と向かって共演させて頂く事、とても嬉しい気持ちです。  

青井陽治先生への追悼の意を込めて、演出家の藤田俊太郎さん細谷佳正さんと LOVE LETTERS に愛を 

尽くしたいと思います。 

 

◇プロフィール 

1993 年兵庫県生まれ。女優、創作あーちすと。 

アニメ映画『この世界の片隅に』で主役すずの声を担当。同作は第 90 回キネマ旬報ベスト・テンの日本映画

ベスト・テン 1 位、第 71 回毎日映画コンクールの日本映画優秀賞、第 40 回日本アカデミー賞の最優秀   

アニメーション作品賞など多数の賞を受賞。  写真集『のん、呉へ。  2 泊 3 日の旅』、ムック『創作       

あーちすと NON』、音楽レーベル『KAIWA（RE）CORD』発足。のん公式ファンクラブ『NON KNOCK』     

開設。のん公式 HP：https://nondesu.jp/ 

 
 

■これまでの出演者 

 
役所広司／大竹しのぶ 岸部一徳／木内みどり 村井国夫／佐藤オリエ 細川俊之／三田和代 野口五郎／戸田恵子  

渡辺文雄／野際陽子 寺田農／田島令子 三浦浩一／宮崎美子 仲谷昇／草笛光子 津嘉山正種／鳳蘭  

川津祐介／香川京子 長塚京三／樹木希林 小野寺昭／秋川リサ 新井康弘／高畑淳子 井上純一／土居裕子  

太川陽介／かとうかずこ 上岡龍太郎／加賀まりこ 加藤健一／久野綾希子 藤田敏八／吉行和子 宝田明／岩崎加根子  

伊原剛志／松下由樹 松田洋治／松本伊代 別所哲也／古村比呂 市村正親／熊谷真実 竹中直人／風吹ジュン  

下元勉／南美江 藤井フミヤ／斉藤由貴 桂三枝／雪村いづみ 黒田アーサー／石野真子 榎木孝明／友里千賀子  

高田純次／竹下景子 野田秀樹／毬谷友子 荻島真一／島田陽子 坂上忍／川上麻衣子 吉岡秀隆／小田茜  

沢向要士／西村知美 市川右近／香坂みゆき 近藤正臣／水谷八重子 仲村トオル／南果歩 布施博／黒木瞳  

風間トオル／とよた真帆 高嶋政伸／若村麻由美 石橋保／宮崎ますみ 角野卓造／剣幸 段田安則／室井 滋  

萩原流行／檀ふみ 大竹まこと／范文雀 菊地健一郎／小高恵美 秋野太作／結城美栄子 渡辺裕之／中原理恵  

梨本謙次郎／国生さゆり 辰巳琢郎／真行寺君枝 柄本明／二木てるみ 山本學／冨士真奈美 渡辺航／沖本富美代  

武田真治／入江加奈子 香川照之／渡辺満里奈 真矢武／中山忍 渡瀬恒彦／佐藤友美 永島敏行／美保純  

下條アトム／根岸季衣 柴俊夫／市毛良枝 内藤剛史／野村真美 柴田恭平／桃井かおり 松岡英明／長谷川真弓  

高橋和也／河合美智子 渡部篤郎／鶴田真由 坂東八十助／富沢亜古 愛川欽也／奈良岡朋子 篠井英介／春風ひとみ  

美木良介／床嶋佳子 渡辺正行／石井笛子 羽場裕一／森口瑤子 渡辺いっけい／高橋ひとみ 原田龍二／遠山景織子  

野村祐人／小松千春 江守徹／峰さを理 内藤剛志／黒田福美 鶴見辰吾／野村真美 古田新太／杜けあき  

勝村政信／中川安奈 松尾貴史／近藤サト 上川隆也／鈴木保奈美 三田村邦彦／紺野美沙子 桂三枝／松原智恵子  

升毅／秋本奈緒美 長谷川初範／久世星佳 上杉祥三／長野里美 小堺一機／岡部まり ユースケ・サンタマリア／永作

博美 鈴木一真／石田ゆり子 奥田瑛二／かたせ梨乃 豊原功輔／岩崎ひろみ 佐々木蔵之介／中嶋朋子 近藤芳正／高

樹沙耶  

大和田獏／李麗仙 貴水博之／磯野貴理子 伊藤高史／吉本多香美 妻夫木聡／西田尚美 今井清隆／島田歌穂  

岡幸二郎／高嶺ふぶき 中村俊介／奥菜恵 東儀秀樹／久世星佳 石井一孝／七瀬なつみ 長谷川初範／安寿ミラ  

藤井隆／富田靖子 三池崇史／有森也実 今田耕司／奥貫薫 田中直樹／純名りさ 小市慢太郎／市川実和子  

吉沢悠／新山千春 谷中敦／広田レオナ 松尾スズキ／荻野目慶子 中村吉右衛門／麻実れい 後藤ひろひと／水野真紀  
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寺脇康文／戸田恵子 パパイヤ鈴木／鈴木裕美 松重豊／戸田菜穂 小橋賢児／中山エミリ 春風亭昇太／森奈みはる  

平幹二朗／杜けあき 今拓哉／匠ひびき 大谷亮介／大浦みずき 大杉漣／古手川祐子 近藤公園／前田愛  

川崎麻世／伊織直加 恵俊彰／ＹＯＵ 戸井勝海／横山智佐 上田晋也／松田美由紀 井上芳雄／中越典子  

北村有起哉／田中美里 リリー･フランキー／つぐみ 貴水博之／土居裕子 岡田浩暉／彩輝直 大森南朋／伊藤歩  

柳家花録／ベッキー 池内博之／鈴木砂羽 新納慎也／新妻聖子 茂山逸平／ともさかりえ 高田延彦／向井亜紀  

坂元健児／堀内敬子 小椋佳／宮本信子 宮迫博之／羽田美智子 野沢那智／池田昌子 市川段治郎／木村多江  

長塚圭史／小島聖 西島千博／篠原ともえ 入江雅人／紫吹淳 近藤良平／安寿ミラ 西島隆弘／大沢あかね  

ＴＡＫＡ／ＹＵ－ＫＩ 梅垣義明／坂上みき 河原雅彦／中島知子 松村武／中田有紀 浦井健治／いとうあいこ  

山寺宏一／クリス智子 橋本じゅん／秋吉久美子 金子昇／貴城けい 星野源／本谷有希子 三谷幸喜／八木亜希子  

山本太郎／本上まなみ 坂東彌十郎／仁科亜季子 宮川大輔／白石美帆 安田顕／中村中 渡辺徹／彩輝なお  

中川晃教／神田沙也加 加藤雅也／檀れい 音尾琢真／りょう 鈴木亮平／安めぐみ 奥寺健／加藤紀子  

森山開次／坂本美雨 増沢望／hitomi 荒木宏文／安倍麻美 光石研／大貫妙子 吉満涼太／島谷ひとみ   

中村優一／宇野実彩子 片桐仁／遠山景織子 溝端淳平／美波 中尾明慶／多部未華子 新納慎也／宮本裕子  

内浦純一／西山繭子 宅間孝行／大和田美帆 松尾スズキ/大竹しのぶ 片岡愛之助/朝海ひかる  鶴見辰吾/松下由樹  

三木眞一郎/朴璐美 今井清隆／湖月わたる 三上市朗/石野真子 三上博史/安田成美 森山未來／YUKI  

ささきいさお／池田理代子 鈴井貴之／保坂知寿 野村萬斎／若村麻由美 田中圭／蓮佛美沙子 宇崎竜童／中井貴惠 

山本學／水谷八重子 吉野圭吾／大和悠河 眞木大輔／小西真奈美 岡本健一／奈良岡朋子 遠藤雄弥／芦名星  

三木眞一郎／生田智子 植草克秀／高橋由美子 鈴木綜馬／花總まり ジョン・カビラ／西山喜久恵 岡田浩暉／姿月あ

さと  

平岡祐太／山田優 小池徹平／平野綾 櫻井孝宏／大塚千弘 鈴木裕樹／真野恵里菜 三谷幸喜／神野三鈴  

千葉雄大／黒川智花 TETSUYA／平 愛梨 鈴木綜馬／愛華みれ 中村獅童／真琴つばさ KENCHI／伊藤 歩  

及川光博／小池栄子 又吉直樹／内山理名 綾部祐二／大地真央 宮野真守／彩乃かなみ 北村有起哉／青木さやか  

原田優一／木村花代 石丸幹二／荻野目慶子 長塚圭史／松雪泰子 谷原章介／小島聖 戸次重幸／伊藤裕子  

津田寛治／一路真輝 平田広明／内田春菊 姜暢雄／音月桂 馬場徹／三倉佳奈 徳山秀典／中澤裕子 渡辺謙／南果歩  

石田彰／緒方めぐみ 木村了／佐津川愛美 福士誠治／木村多江 久保田悠来／映見くらら TOSHI-LOW／大空祐飛  

米倉利紀／松田美由紀 浦井健治／中嶋朋子 三津谷亮／蔵下穂波 NAOTO／大政絢 坂元健児／吉沢梨絵  

葛山信吾／瀬奈じゅん 村井良大／武田梨奈 小野賢章／蘭乃はな 松田凌／内田理央 梶裕貴／岡本玲  

坂東巳之助／夏帆 植田圭輔／藤原令子 青木玄徳／遠藤久美子 谷中敦／斉藤由貴 柳下大／イモトアヤコ  

三宅弘城／野々すみ花 柄本時生／前田敦子 箭内道彦／木村佳乃 風間杜夫／伊藤蘭 森崎博之／シルビア・グラブ 

勝村政信／ＹＯＵ 別所哲也／高岡早紀 

 

 

 


