
LIVEDOG株式会社 会社概要

□ 社 名 LIVEDOG株式会社

□ 本 社 〒157‐0076 東京都世田谷区岡本3-20-2

□ 設立年月日 平成28年9月7日

□ 資 本 金 3,000,000円

□ 代 表 者 代表取締役 井上崇 （山田とゐち）

□ 従業員数 3人 (うち2人はアルバイト・臨時従業員)

□ 事業内容 １ 演劇、演芸、音楽、講演等各種イベントの国内及び海外興行、企画制作、運営、請負、コンサルティング
２ 映画、映像、インターネット番組等の企画制作、運営
３ 芸能プロダクション、モデルプロダクション等の経営
４ 広告、宣伝の企画及び制作
５ 上記各号に付帯する一切の業務

□ 主な取引先 株式会社サンミュージックプロダクション、株式会社ソニー・ミュージックアーティスツ、株式会社AKS、株式会社LDH
有限会社タンバリンアーティスツ、odd株式会社、新宿村スタジオ

□ 取引銀行 みずほ銀行、楽天銀行

□ 連 絡 先 03-3415-6713 info@livedog.net



代表山田とゐち (本名：井上崇) プロフィール

1974年1月17日生まれ。岐阜県出身。A型。 LIVEDOG株式会社代表取締役・ステージプロデューサー。
声優マネージメント・商業演劇制作等を経て、自らが役者を志す。シェイクスピアシアター、文学座附属演劇研究所を経た後、演劇集団HOTROADで『デビルマン～不動を待ちながら
～』を プロデュース･出演する。2006年にプロデュース集団『LIVEDOG』を立ち上げ、穂花･落合祐里香主演『透明人間レディ』(演出:宇治川まさなり)をプロデュースし好評を得る。
2008年に声優事務所「元氣プロジェクト」内に劇団元氣エンターテインメントシアターを旗揚げ。320名の応募の中から30名を選抜し劇団運営開始。2010年11月、同劇団を「怪傑パン
ダース」に改名し、駒込にある劇団専用稽古場にて運営開始。パンダースは座付き作家・演出家を固定せず、公演ごとにオファーし、役者が色んな演出家・脚本に触れる事により、柔
軟な役者を育成する事を目的とし、年4回程度の公演を企画運営している。
劇団公演も含め、現在年間6本～7本の舞台を企画プロデュースする他、悪役をメインに俳優・声優としても活動しており、他に、若手俳優の演技指導、劇団旗揚げ支援、イベント企画、
音楽企画制作、お笑い・アイドルプロデュース、携帯ゲーム企画等、マルチに活動を繰り広げている。

◆過去５年の主な活動(舞台企画制作実績)

2017年6月 LIVEDOGプロデュース「ある苅屋くんの人生」(プロデュース)作演出：松多壱岱 出演：山沖勇輝・今出舞 他
2017年7月 LIVEODGプロデュース「スパイ大迷惑」(プロデュース)作演出：米山和仁(劇団ホチキス) 出演：梅田悠・中塚智実 他
2017年8月 LIVEDOGプロデュース「ファントム・チューニング」(プロデュース)出演：田中彪・仁藤萌乃 他
2017年11月 LIVEDOGプロデュース「鬼斬ZERO」(プロデュース)作演出：伊勢直弘 出演：鵜飼主水・沖野晃司・花奈澪・栗生みな 他
2018年2月 LIVEDOGGIRLS「レディ・ア・ゴーゴー!!2018」(プロデュース)演出：伊勢直弘 脚本：米山和仁 出演：大矢真那・大島涼花 他
2018年4月 LIVEDOGプロデュース「天満月のネコ」(プロデュース)演出：松多壱岱
2018年5月 LIVEDOGプロデュース「ファントム・チューニング外伝」(プロデュース)
2018年7月 LIVEDOGプロデュース「アルペンループ」(プロデュース)作演出：松澤くれは
2018年8月 LIVEDOGGIRLS「エデンの空に降りゆく星唄」 (プロデュース)作演出：久保田唱
2018年10月 タンバリン×LIVEDOG「麗しのダンスマスター」(プロデュース)作演出：石山英憲 主演：塩野拓矢(梅棒)
2018年10月～11月 SHYBOYプロデュース「キャッシュ･オン･デリバリー」(プロデュース)主演：深澤辰哉(SnowMan)・佐久間大介(SnowMan) 【東京・大阪】
2018年10月～11月 30-DELUX「シェイクス」(プロデュース)出演：鯨井康介・竹之内景樹・今出舞・矢吹世奈・村瀬文宣 【東京・名古屋・大阪】
2019年2月 LIVEDOGGIRLS「女優たちのための冬の夜の夢」(プロデュース)原作：W･シェイクスピア 演出：吉田武寛
2019年6月 LIVEDOGGIRLS「クレイジーメルヘン」(プロデュース)脚本演出：畑雅文
2019年9月 LIVEDOGプロデュース「013」 (プロデュース)脚本：守山カオリ 演出：林明寛 出演：栗原大河・吉田翔吾・中塚智実・永吉明日香 他
2019年10月～11月 SHYBOYプロデュース「ザ・フォーリナー」(プロデュース) 出演：江田剛・徳山秀典・高田翔 他
2019年12月 LIVEDOGGIRLS「レディ・ア・ゴーゴー!!2019」(プロデュース)演出：伊勢直弘 脚本：米山和仁
2020年3月 LIVEDOGプロデュース「どのくらいエフェクト」(プロデュース) 作演出：江戸川崇
2020年7月 タンバリン×LIVEDOG「天満月のネコ」(プロデュース) 演出：林明寛 出演：吉田翔吾・小林れい・和合真一・栗原大河 他
2020年8月 LIVEDOGGIRLS「LOCKDOWN」作演出：岡本貴也
2020年10月 LIVEDOGGIRLS「アルティメット古事記」作演出：畑雅文
2020年12月 LIVEDOGGIRLS「レディ・ア・ゴーゴー!!2020」(プロデュース)演出：伊勢直弘 脚本：米山和仁
2021年2月 LIVEDOGプロデュース「DOG’S」 (プロデュース)演出：村田充 出演：栗原大河・足立英昭・吉川日菜子・熊手萌 他
2021年4月 SHYBOYプロデュース「ラン・フォー・ユア・ワイフ」(プロデュース) 出演：今江大地・河下楽・ちゅうえい(流れ星☆) 他【東京・名古屋・大阪】
2021年6月 TUFF STUFF「ガスマスクの伊藤さん。2」(プロデュース) 出演：小松穂葉・久門大起・田口華 他
2021年11月 LIVEDOGプロデュース「Kiss Me You ～がんばったシンプー達へ～」(プロデュース) 脚本：藤森一朗 演出：林明寛
2021年12月 LIVEDOGGIRLS「レディ・ア・ゴーゴー!!2021」(プロデュース)演出：伊勢直弘 脚本：米山和仁
2022年5月～6月 SHYBOYプロデュース「キャッシュ･オン･デリバリー」(プロデュース)【東京・名古屋・大阪】

…他多数。



DOG’S
2017年3月23日4月2日
脚本：浅野泰徳 演出：村田充
出演：五十嵐啓輔・栗生みな 他

ある苅屋くんの人生
2017年6月3日～11日
作・演出：松多壱岱
出演：山沖勇輝、今出舞 他

スパイ大迷惑
2017年7月20日～30日
作・演出：米山和仁
出演：梅田悠・中塚智実 他

鬼斬ZERO
2017年11月22日～26日
作・演出：伊勢直弘
出演：鵜飼主水・沖野晃司 他

レディ･ア･ゴーゴー!!2018
2018年2月17日～25日
脚本：米山和仁 演出：伊勢直弘
出演：大矢真那・大島涼花 他

麗しのダンスマスター
2018年10月24日～28日
作・演出：石山英憲
出演：塩野拓矢(梅棒) 他

ｷｬｯｼｭ･ｵﾝ･ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ
2018年10月24日～東京・大阪
脚本：ﾏｲｹﾙ･ｸｰﾆｰ 演出：野坂実
出演：深澤辰哉･佐久間大介 他

シェイクス
2018年10月18日～東京 大阪 愛知
脚本：IKKAN 演出：田中精
出演：鯨井康介･蓮城まこと 他

クレイジー･メルヘン
2019年6月22日～30日
作・演出：畑雅文
出演：全ｷｬｽﾄｵｰﾃﾞｨｼｮﾝ選抜

013
2019年9月21日～29日
演出：林明寛
出演：栗原大河・吉田翔吾他

LIVEDOG主催・企画公演 最近の主な公演実績①



どのくらいエフェクト
2020年3月4日～8日
作・演出：江戸川崇(ｶﾗｽｶ)
出演：舞川みやこ、森大 他

天満月のネコ
2020年7月15日～19日
脚本：浅野泰徳 演出：林明寛
出演：吉田翔吾、小林れい 他

LOCKDOWN
2020年8月22日～30日
作・演出：岡本貴也
出演：全ｷｬｽﾄｵｰﾃﾞｨｼｮﾝ選抜

レディ・ア・ゴーゴー2019
2019年12月7日～15日
作：米山和仁 演出：伊勢直弘
出演：瑞季・舞川みやこ 他

ザ・フォーリナー
2019年10月16日～東京 愛知 大阪
脚本：ラリーシュー 演出：野坂実
出演：江田剛・徳山秀典 他

アルティメット古事記
2020年10月3日～11日
作・演出：畑雅文
出演：全ｷｬｽﾄｵｰﾃﾞｨｼｮﾝ選抜

レディ・ア・ゴーゴー2020
2020年12月5日～13日
作：米山和仁 演出：伊勢直弘
出演：田口華・田中音江 他

DOG’S
2021年2月19日～28日
作：浅野泰徳 演出：村田充
出演：栗原大河・足立英昭 他

ラン・フォー・ユア・ワイフ
2021年4月7日～東京・名古屋
作：ﾚｲ・ｸｰﾆｰ 演出：野坂実
出演：今江大地・河下楽 他

Kiss Me You
2021年11月17日～21日
脚本：藤森一朗 演出：林明寛
出演：三好大貴・清水麻璃亜 他

LIVEDOG主催・企画公演 最近の主な公演実績②



LIVEDOG主催・企画公演 主な公演実績 (HPリンク集)

過去５年間の公演サイト

◆ある苅屋くんの人生 https://livedog.net/arukari/ 2017年6月
◆スパイ大迷惑 https://livedog.net/spy/ 2017年7月
◆ファントム・チューニング https://livedog.net/phantom/ 2017年8月
◆鬼斬ZERO https://livedog.net/onigiri_zero/ 2017年11月
◆レディ・ア・ゴーゴー！！2018 https://livedog.net/lady2018/ 2018年2月
◆天満月のネコ https://livedog.net/neko2018/ 2018年4月
◆エデンの空に振りゆく星唄 https://livedog.net/eden/ 2018年8月
◆麗しのダンスマスター http://www.tambourine.co.jp/stage/dance3/ 2018年10月 ※タンバリンステージとの共同主催

◆キャッシュ・オン・デリバリー http://www.shyboy.jp/cash/ 2018年10月～11月 ※ジェイズプロデュース・タンバリンステージとの共同主催

◆シェイクス http://30-delux.net/shakes-pe/ 2018年10月 ※ジェイズプロデュース・タンバリンステージとの共同主催

◆女優たちのための冬の夜の夢 https://livedog.net/fuyuyo/ 2019年2月
◆クレイジーメルヘン https://livedog.net/crazy/ 2019年6月
◆013 https://livedog.net/013/ 2019年9月
◆ザ・フォーリナー http://www.shyboy.jp/foreigner/ 2019年10月～11月 ※ジェイズプロデュースとの共同主催

◆レディ・ア・ゴーゴー！！2019 https://livedog.net/lady2019/ 2019年12月
◆どのくらいエフェクト https://livedog.net/effect/ 2020年3月
◆天満月のネコ http://www.tambourine.co.jp/stage/neko/ 2020年７月 ※タンバリンステージとの共同主催

◆LOCKDOWN https://livedog.net/ld/ 2020年8月
◆アルティメット古事記 https://livedog.net/ulkoji/ 2020年10月
◆レディ・ア・ゴーゴー！！2020 https://livedog.net/lady2020/ 2020年12月
◆DOG’S https://livedog.net/dogs2021/ 2021年2月
◆ラン・フォー・ユア・ワイフ https://www.shyboy.jp/runfor/ 2021年4月・11月 ※ジェイズプロデュースとの共同主催

◆Kiss Me You https://livedog.net/kissme/ 2021年11月
◆レディ・ア・ゴーゴー！！2021 https://livedog.net/lady2021/ 2021年12月
◆キャッシュ・オン・デリバリー https://shyboy.jp/cash2022/ 2022年5月～6月 ※ジェイズプロデュースとの共同主催

＜年に数本、未来ある俳優・女優をオーディションで募り、上演しております＞

◆最新オーディション情報 http://livedog.net/audition/

実績あるスタッフ陣と情熱のあるキャスト陣を結び付け、実績作り・コネクション作り、これからの俳優活動の新しい目標づくりを目的とした企画公演です。
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