C O V E R P H OT O
NODA・MAP 第21回公演

「足跡姫 〜時代錯誤冬幽霊〜」
と き あ や ま って ふ ゆ の ゆ う れ い

vol.18 2017

1 .2 .3 .

1月18日
（水）
〜3月12日
（日）プレイハウス
作・演出：野田秀樹

vol.18

出演：宮沢りえ／妻夫木聡／古田新太／
佐藤隆太／鈴木杏／池谷のぶえ ／
中村扇雀／野田秀樹

2017年 1・2・3月号

共催：東京芸術劇場(公益財団法人東京都歴史文化財団)

《編集・発行》
東京芸術劇場（公益財団法人東京都歴史文化財団）《編集・デザイン》COM Works 《印刷》
（株）技秀堂

だっこルーム
（要予約）
（平日10：00〜17：00）

Parking

ご支援してくださっている方々です。
〈東京芸術劇場パートナー協賛企業・団体 ご芳名〉東京芸術劇場の年間事業運営に賛同し、
アサヒグループホールディングス株式会社 三精テクノロジーズ株式会社
住友生命保険相互会社
Bloomberg L.P.
株式会社資生堂
キッコーマン株式会社
住友化学株式会社

トヨタ自動車株式会社
明光義塾

株式会社イープラス

ANAホールディングス株式会社

国際興業株式会社

常盤興業株式会社

株式会社ジェイアール東日本ビルディング 凸版印刷三幸会

ＪＸホールディングス株式会社
西武鉄道株式会社

ソニー銀行株式会社

第一生命保険株式会社
大和証券株式会社
多摩美術大学

丸茂電機株式会社

三菱重工業株式会社

西池袋熱供給 株式会社

ミュージックスタジオ・フォルテ

日本テレビ放送網株式会社

養老乃瀧株式会社

日本生命保険相互会社
日本電信電話株式会社
ぴあ株式会社

東日本旅客鉄道株式会社 池袋駅

ホテルメトロポリタン

東京臨海熱供給株式会社

株式会社 松田平田設計

東武鉄道株式会社

株式会社マクロスジャパン
株式会社 松村電機製作所

「なむはむだはむ」

株式会社ルミネ 池袋店

HOTEL URBAN
（ホテルアーバン） 株式会社 ＷＯＷＯＷ

株式会社東京ビッグサイト

コドモ発射プロジェクト

立教大学

株式会社テレビ朝日

東京地下鉄株式会社

「足跡姫 〜時代錯誤冬幽霊〜」
と き あ や ま って ふ ゆ の ゆ う れ い

読売新聞東京本社

フジテック株式会社

株式会社 フジテレビジョン

NODA・MAP 第21回公演

ヤマハサウンドシステム株式会社

株式会社帝国ホテル

株式会社ＴＢＳテレビ

特集・ＰＩＣＫＵＰ

株式会社三菱東京UFJ銀行

作・演出 三谷幸喜

レンゴー株式会社

「不信 〜彼女が嘘をつく理由」

株式会社ローソンHMVエンタテイメント
渡邊建設株式会社

他 匿名３法人

2016年12月1日現在 （五十音順）

※東京芸術劇場では、パートナー協賛の申し込みを随時受け付けております。詳細は、公式HPをご覧いただくか、広報営業係担当まで直接お問合せください。 Tel. 03-5391-2117

演出 ジョン・ケアード

「ハムレット」
芸劇dance

ローザス「ファーズ」
「時の渦」

指揮 鈴木優人

CALENDAR

芸劇ウインド・オーケストラ 第3回演奏会

1 月・2 月・3 月

指揮 エリアフ・インバル

バレンタイン・ファンタジー池袋／
バックステージツアー／
都民芸術フェスティバル／
子どもたちと芸術家の出あう街／
池袋鉄道模型芸術祭

ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団
指揮 エサ=ペッカ・サロネン

フィルハーモニア管弦楽団
ボンクリ・フェス2017
クラシカル・プレイヤーズ東京／
第6回音楽大学フェスティバル・
オーケストラ ほか

鼎談

香山壽夫建築研究所

株式会社東武百貨店

平成28年12月25日発行

株式会社エレベータシステムズ

オルガノ株式会社

サントリーホールディングス株式会社

東京芸術劇場

芸術監督

野田秀樹

東京芸術祭2016 芸劇オータムセレクション

フォト・レビュー

GAMO 谷中 敦
東京スカパラダイスオーケストラ

C O V E R P H OT O
NODA・MAP 第21回公演

「足跡姫 〜時代錯誤冬幽霊〜」
と き あ や ま って ふ ゆ の ゆ う れ い

vol.18 2017

1 .2 .3 .

1月18日
（水）
〜3月12日
（日）プレイハウス
作・演出：野田秀樹

vol.18

出演：宮沢りえ／妻夫木聡／古田新太／
佐藤隆太／鈴木杏／池谷のぶえ ／
中村扇雀／野田秀樹

2017年 1・2・3月号

共催：東京芸術劇場(公益財団法人東京都歴史文化財団)

《編集・発行》
東京芸術劇場（公益財団法人東京都歴史文化財団）《編集・デザイン》COM Works 《印刷》
（株）技秀堂

だっこルーム
（要予約）
（平日10：00〜17：00）

Parking

ご支援してくださっている方々です。
〈東京芸術劇場パートナー協賛企業・団体 ご芳名〉東京芸術劇場の年間事業運営に賛同し、
アサヒグループホールディングス株式会社 三精テクノロジーズ株式会社
住友生命保険相互会社
Bloomberg L.P.
株式会社資生堂
キッコーマン株式会社
住友化学株式会社

トヨタ自動車株式会社
明光義塾

株式会社イープラス

ANAホールディングス株式会社

国際興業株式会社

常盤興業株式会社

株式会社ジェイアール東日本ビルディング 凸版印刷三幸会

ＪＸホールディングス株式会社
西武鉄道株式会社

ソニー銀行株式会社

第一生命保険株式会社
大和証券株式会社
多摩美術大学

丸茂電機株式会社

三菱重工業株式会社

西池袋熱供給 株式会社

ミュージックスタジオ・フォルテ

日本テレビ放送網株式会社

養老乃瀧株式会社

日本生命保険相互会社
日本電信電話株式会社
ぴあ株式会社

東日本旅客鉄道株式会社 池袋駅

ホテルメトロポリタン

東京臨海熱供給株式会社

株式会社 松田平田設計

東武鉄道株式会社

株式会社マクロスジャパン
株式会社 松村電機製作所

「なむはむだはむ」

株式会社ルミネ 池袋店

HOTEL URBAN
（ホテルアーバン） 株式会社 ＷＯＷＯＷ

株式会社東京ビッグサイト

コドモ発射プロジェクト

立教大学

株式会社テレビ朝日

東京地下鉄株式会社

「足跡姫 〜時代錯誤冬幽霊〜」
と き あ や ま って ふ ゆ の ゆ う れ い

読売新聞東京本社

フジテック株式会社

株式会社 フジテレビジョン

NODA・MAP 第21回公演

ヤマハサウンドシステム株式会社

株式会社帝国ホテル

株式会社ＴＢＳテレビ

特集・ＰＩＣＫＵＰ

株式会社三菱東京UFJ銀行

作・演出 三谷幸喜

レンゴー株式会社

「不信 〜彼女が嘘をつく理由」

株式会社ローソンHMVエンタテイメント
渡邊建設株式会社

他 匿名３法人

2016年12月1日現在 （五十音順）

※東京芸術劇場では、パートナー協賛の申し込みを随時受け付けております。詳細は、公式HPをご覧いただくか、広報営業係担当まで直接お問合せください。 Tel. 03-5391-2117

演出 ジョン・ケアード

「ハムレット」
芸劇dance

ローザス「ファーズ」
「時の渦」

指揮 鈴木優人

CALENDAR

芸劇ウインド・オーケストラ 第3回演奏会

1 月・2 月・3 月

指揮 エリアフ・インバル

バレンタイン・ファンタジー池袋／
バックステージツアー／
都民芸術フェスティバル／
子どもたちと芸術家の出あう街／
池袋鉄道模型芸術祭

ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団
指揮 エサ=ペッカ・サロネン

フィルハーモニア管弦楽団
ボンクリ・フェス2017
クラシカル・プレイヤーズ東京／
第6回音楽大学フェスティバル・
オーケストラ ほか

鼎談

香山壽夫建築研究所

株式会社東武百貨店

平成28年12月25日発行

株式会社エレベータシステムズ

オルガノ株式会社

サントリーホールディングス株式会社

東京芸術劇場

芸術監督

野田秀樹

東京芸術祭2016 芸劇オータムセレクション

フォト・レビュー

GAMO 谷中 敦
東京スカパラダイスオーケストラ

