C O V E R P H O TO

NODA・MAP第22回公演

「贋作 桜の森の満開の下」

vol.24 2018

7 .8 .9 .

vol.24

9月1日
（土）
〜12日
（水）／11月3日
（土・祝）
〜25日
（日）
プレイハウス
坂口安吾作品集より

2018年 7・8・9月号

作・演出：野田秀樹
出演：妻夫木聡 深津絵里 天海祐希 古田新太
秋山菜津子 大倉孝二 藤井隆 村岡希美
門脇麦 池田成志 銀粉蝶 野田秀樹

《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

公演

（要予約）

HITOWAキャリアサポート株式会社 わらべうた

0120-415-306

（平日9：00〜17：00）

9：00〜22：00
7：00〜24：00

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 株式会社ジェイアール東日本ビルディング 常盤興業株式会社
住友生命保険相互会社
Bloomberg L.P.

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
アサヒグループ食品株式会社
株式会社イープラス

ANAホールディングス株式会社

オルガノ株式会社

香山壽夫建築研究所
国際興業株式会社

三精テクノロジーズ株式会社

サントリーホールディングス株式会社

凸版印刷三幸会

西武鉄道株式会社

日本生命保険相互会社

第一生命保険株式会社

ぴあ株式会社

株式会社資生堂

ソニー銀行株式会社
大和証券株式会社

株式会社竹中工務店
多摩美術大学

株式会社帝国ホテル

三菱地所株式会社

株式会社三菱UFJ銀行

西池袋熱供給 株式会社

ミュージックスタジオ・フォルテ

日本電信電話株式会社

有限会社ユーシーベンディング商会

東日本旅客鉄道株式会社 池袋駅

フジテック株式会社

株式会社 フジテレビジョン

ヤマハサウンドシステム株式会社

ボンクリ・フェス2018

養老乃瀧株式会社

コンサートオペラvol.6

読売新聞東京本社

藤倉大／歌劇『ソラリス』

株式会社ルミネ 池袋店

海外オーケストラシリーズ

立教大学

ホテルメトロポリタン

株式会社ローソンエンタテインメント

株式会社テレ・ポーズ

株式会社 松村電機製作所

渡邊建設株式会社

東京地下鉄株式会社

東京臨海熱供給株式会社
東武鉄道株式会社

株式会社東武百貨店

バイエルン放送交響楽団／
パリ管弦楽団

HOTEL URBAN
（ホテルアーバン）レンゴー株式会社

株式会社ＴＢＳテレビ
株式会社テレビ朝日

特集・ＰＩＣＫＵＰ

株式会社 松田平田設計
丸茂電機株式会社

株式会社 ＷＯＷＯＷ

株式会社ミクシィ

三菱重工業株式会社

他 匿名5法人

2018年6月25日現在

※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、事業調整係担当まで直接お問合せください。 Tel. 03-5391-2116

平成30年6月25日発行

株式会社サンシャインシティ

ＪＸTGホールディングス株式会社

芸劇ウインド・
オーケストラ・アカデミー
アトリウムコンサート
ブラスウィーク2018

藤田貴大新作公演
「BOAT」
NODA・MAP第22回公演

OUDS来日公演「十二夜」／
芸劇＋まちがく／にゅ〜盆踊り／
東京フラフェスタin池袋／大道芸

「贋作 桜の森の満開の下」
カミーユ・ボワテル
「MAー間」プロジェクト
永井愛×長田育恵

「自作自演」
〈第16回〉
ハイバイ／
グループる・ばる

CALENDAR

7月・8月・9月

Tokyo Met SaLaD Music Festival 2018
［サラダ音楽祭］
INTERVIEW
東京芸術劇場

芸術監督

野田秀樹
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