ダイナミックな映像と
パワフルな身体の饗宴──
五感を震わすスペクタクル・ダンス！

ブランカ・リー

Solstice
ソルスティス

Photo:Laurent Philippe

─夏至／冬至

海の底から天空まで──人間の心と身体は無限大！
極めつきパフォーマンスの祭典タクト・フェスティバルで
一緒にイメージの冒険へ出かけませんか。

Photo:Laurent Philippe

・7月1日
［日］
年 6月29日［金］・30日［土］
東京芸術劇場 プレイハウス ロワー広場 劇場前広場
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（平成30）

無料公演 #01

劇団コープス

ひつじ

Photo:Naoki Ishikawa

Photo:Gary Mulcahey

無料公演 #03

田中泯

無料公演 #02

ホワイトアスパラガス×
ひびのこづえ×川瀬浩介

場踊り

WONDER WATER

©Madada Inc.
主催：東京芸術劇場（公益財団法人東京都歴史文化財団）
東京都／アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）

助成：文化庁文化芸術振興費補助金
（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）
独立行政法人日本芸術文化振興会

今年も始まるタクト・フェスティバル。
こどもから大人まで、
観て、感じて、遊べる選りすぐりパフォーマンスが大集合！
東京芸術劇場で毎年恒例となったタクト・フェスティバルには、国内外の話題のパフォーマンスが集結。2018 年はフランス・パ
リを拠点に国際的に活躍するスペイン生まれの振付家ブランカ・リーが登場。映像を巧みに取り入れた斬新なダンス表現は、地
球と人間への真摯なメッセージを発します。おなじみの劇団コープス『ひつじ』
、海の生き物がモチーフのひびのこづえのユニット
『WONDER WATER』、身体ひとつで世界と向き合う田中泯『場踊り』
と、生命が躍動するフェスティバルに乞うご期待！
Photo:Nico Bustos

タクト・フェスティバル名物、
誰もが無料で楽しめる必見パフォーマンス!
無料公演 #01

劇団コープス ひつじ

ロワー広場（ 劇場 B1F）

夢の中からこんにちは。ひつじたちの抱腹絶倒パフォーマンス！

ひつじ人間たちが、じゃれあったり、羊飼いに追っかけられたり、見物人に絡
んだり、都会のど真ん中で大騒ぎ！ カナダの劇団コープスが今年もユーモア
たっぷりにひつじたちを表現、何度でも観たい大人気レパートリーです。
【 開催日・開演時間 】

6 月 29 日［金］ 14：00
6 月 30 日［土］ 13：30
7 月 1 日［日］ 13：30

Photo:Gary Mulcahey

ブランカ・リー

無料公演 #02

Solstice

ホワイトアスパラガス×ひびのこづえ
×川瀬浩介 WONDER WATER

ロワー広場（ 劇場 B1F）
カラフルな衣装とダンスと音楽が水中の不思議世界に誘います。
魚やクラゲなど、ひびのこづえの衣装で、サーカスや大道芸、ダンスで活躍す
る谷口界とハチロウのユニット「ホワイトアスパラガス」が幻想的な水中世界を
表現。川瀬浩介の音楽もパフォーマンスを彩り、極上の夢見心地を約束します。

ソルスティス

─夏至／冬至

【 開催日・開演時間 】

6 月 30 日［土］ 11：00、16：00
7 月１日［日］
11：00、16：00

振付・演出：ブランカ・リー

無料公演 #03

田中泯 場踊り

【 開催日・開演時間・会場 】

6月29日［金］ 15：00 ★ポストトークあり
6月30日［土］ 12：00
7月１日［日］ 12：00
東京芸術劇場 プレイハウス

世界的に活躍するダンサーの田中泯、
その身体の奇跡に立ち会う。
Photo:Hayato Araki

全席指定（税込）大人…１階席：3,500 円／ 2 階席：2,500 円
：2,000 円／こども（高校生以下）
：1,000 円
25 歳以下（１階席）
※ 25 歳以下割引チケットは、劇場ボックスオフィスのみ取扱い。
（枚数限定・要
証明書） ※障害をお持ちの方：割引料金にてご観劇いただけます。詳しくは劇場
ボックスオフィスまで。
（要事前予約） ※やむをえない事情により、出演者等が変
更となる場合があります。※ 有料公演は５歳以上のご観劇をおすすめします。
【 チケット取扱い 】

▪ 東京芸術劇場ボックスオフィス

（休館日を除く10:00 ～ 19:00）

0570-010-296

http://www.geigeki.jp/t/（PC）
http://www.geigeki.jp/i/t/（携帯）

▪チケットぴあ 0570-02-9999（24 時間・音声自動応答）
【 P コード：486-200 】
http://w.pia.jp/t/geigeki/（PC･ 携帯）
▪ローソンチケット 0570-084-003（音声自動応答）
【 L コード：33237 】
0570-000-407（オペレーター）
http://l-tike.com/（PC・携帯）
ローソン・ミニストップ店内 Loppi
▪ e+（イープラス）http://eplus.jp/（PC・携帯）
ファミリーマート店内 Fami ポート

劇場前広場

ただそこに存 在するだけで観る者の心をわしづかみにする究極の身 体 表 現 !
映画やドラマでも活躍するダンサー田中泯が魂を込めた『場踊り』は、世代を
越えた感動を呼ぶことでしょう。身体の奇跡を間近で見られる貴重な機会です。
【 開催日・開演時間 】

6 月 29 日［金］ 13：00、17：00
6 月 30 日［土］ 14：00、17：30

6 月 29 日［金］
プレイハウス

ロワー広場

劇場前広場

6 月 30 日［土］
プレイハウス

ロワー広場

劇場前広場

7 月 1 日［日］
プレイハウス

WONDER
WATER

11:00

（40min）

12:00

劇場前広場

（40min）

Solstice

Solstice

（1h40min）

（1h40min）

場踊り

13:00

（45min）

ひつじ

14:00

ひつじ

ひつじ
（40min）

場踊り

（40min）

（45min）

（40min）

15:00

ロワー広場

WONDER
WATER

Solstice
（1h40min）

16:00

★ チケット好評発売中

★ポストトーク

17:00

WONDER
WATER

（40min）

（40min）

場踊り
（45min）

18:00

WONDER
WATER

場踊り
（45min）

※やむをえない事情により、上演時間等が変更となる場合があります。 ※東京芸術劇場では、2020 年東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会開催に向け、セキュリティ対策を更に充実・強化させていくため、2018 年 6 月 30 日（土）
12:00 開演
の『Solstice（ソルスティス）－夏至 / 冬至』開場時におきまして、ご来場の皆様に対し、警備員の目視による手荷物検査を試
行的に実施いたします。このため、ご来場の際は、お時間に余裕を持ってお越しくださいますようお願い申し上げます。ご来場
の皆様には、ご不便等おかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
【 託児サービスのご案内 】東京芸術劇場でご鑑賞の際には、一時託児をご利用いただけます。
（有料・定員制・希望日 1 週間前迄に要申込）
ご予約受付・お問合せ：HITOWA キャリアサポート株式会社 わらべうた tel: 0120-415-306（平日 9:00 ～ 17:00）
【 お問合せ 】東京芸術劇場ボックスオフィス tel: 0570-010-296（休館日を除く10:00 ～ 19:00）http://www.geigeki.jp/
主催：東京芸術劇場（公益財団法人東京都歴史文化財団）
／東京都／アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）
後援：豊島区 助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）／独立行政法人日本芸術文化振興会

