
圧倒的な美と演出のダイナミズム。コンセプチュアルアートシアター「印象派」。
超個性派、異ジャンルのクリエイター、ゲスト出演者と共に、

夏木マリ＆マリナツキテロワール最新作、東京–京都–パリ ツアー決定！

印象派NÉO vol.3 不思議の国の白雪姫
３年ぶり新作！

Tokyo–Kyoto–Paris
3都市ツアー決定！

演出：夏木マリ

グラフィックデザイン: HIDEKI SEO

振付：井手茂太（イデビアン・クルー）  小㞍健太  長谷川達也（DAZZLE）  牧宗孝（東京ゲゲゲイ）

おとぎ話に惹かれます。そこには、真実以上のものがあると導かれ、
印象派NÉOからの作品創りは、「赤ずきん」「シンデレラ」を作品のモチーフとしてきました。
今回の作品、印象派NÉO vol.3 『不思議の国の白雪姫』では、
２つの違った視点をテーマに、アプローチしてみたいと考えました。
例えば、無限に続く繰り返しと不可解な制止、思考の大小、音の高低、視覚の速度、身体と感情、
涙と笑い、夢と現実、テクノロジーとアナログ、集中と開放。
私のナンセンスに、作品としてのインテリジェンスを加え、
創造的にくすぐる作品に仕上げたいと今、道半ばでございます。　

　MNT主宰　夏木マリ

CAST
出　演： Mari Natsuki Terroir（マリナツキテロワール）

川本裕子　山﨑麻衣子　ノリエハマナカ　小島功義
城俊彦　鈴木竜　小関美央　長屋耕太　牟田のどか

マメ山田　野澤健
夏木マリ

《東京公演》 2017.3.9（木）19:30  / 10（金）19:30 / 11（土）14:00 / 12（日）14:00

世田谷パブリックシアター

チケット取り扱い
TICKET

世田谷パブリックシアターチケットセンター
Tel: 03-5432-1515（10時～19時）

http://setagaya-pt.jp（PC）

http://setagaya-pt.jp/m（携帯）

サンライズオンライン
http://sunrisetokyo.com

チケットぴあ (Pコード 455-176)
http://w.pia.jp/t/inshouha-neo/
Tel: 0570-02-9999

イープラス
http://eplus.jp/inshouha-neo/

ローソンチケット (Lコード 31805)
http://l-tike.com/inshouha-neo/
Tel: 0570-000-407（オペレーター対応10：00-20：00）

お問い合わせ：サンライズプロモーション東京　0570-00-3337（10:00～18:00）

＊１　18～24歳の方は世田谷パブリックシアター主催公演の前売チケットが一般料金の半額となる他、
主催以外の一部公演についても割引料金でお求めになれます。詳細・お申込みは世田谷パブリックシア
ターチケットセンターまたは公式サイトへ。このサービスは、トヨタ自動車株式会社が提供しています。
＊２　世田谷区在住の方を対象としたサービスです。詳細・お申込みは世田谷パブリックシアターチケット
または公式サイトへ。　
＊未就学のお子様のご入場はお控え下さい。
＊開演後は、券面のお席にご案内できない場合がございます。予めご了承下さい。

〈車椅子スペースのご案内〉（定員あり、要予約）
S席料金の10%割引（付添者1名まで無料）
申込：世田谷パブリックシアターチケットセンター　03-5432-1515　ご利用希望日の前日19時まで。
〈託児サービスのご案内〉（定員あり、要予約）
料金：2,000円（1名につき）
対象：生後6ヶ月以上9才未満（障害のあるお子さまについてはご相談ください）
申込：世田谷パブリックシアター　03-5432-1526　ご利用希望日の3日前正午まで。

S席　前売  ¥6,500 / 当日  ¥7,000 　A席　前売・当日  ¥5,500
U24  ¥3,000 （枚数限定／要事前登録）＊１ 　学生（小学生～高校生）  ¥3,000（当日要年齢確認）
世田谷パブリックシアター友の会 ￥6,200 （前売のみ）　せたがやアーツカード ￥6,300 （前売のみ／要事前登録）＊2

主催・企画制作 ： MNS TOKYO 

主催：MNS TOKYO　日本テレビ
提携：公益財団法人せたがや文化財団・世田谷パブリックシアター
後援：世田谷区
特別協賛：H.I.S.
協賛：木下グループ　大和ハウス工業　イオン
協力：ＢＳ日テレ　CHAANY
企画制作：MNS TOKYO

音楽監督：斉藤ノヴ　映像：田畑哲稔（66b/cell）　照明：伊藤雅一（RYU）　音響：山本浩一（エス・シー・アライアンス）　舞台監督：白石英輔
美術：池田ともゆき　オブジェ：小松宏誠　衣裳デザイン：堂本教子　衣裳製作：アトリエ88％　ワードローブ：山口典子
演出助手：石内詠子　振付助手：町田正明　
写真：HIRO KIMURA　宣伝美術：梅沢篤（Glam Beast）
票券：サンライズプロモーション東京　PR：ステディ スタディ　制作：須知聡子

最新情報 ▶ http://inshouha-neo.com

《料  金》
全席指定
税込

〒154-0004　東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー3F　Tel: 03-5432-1526（代表）　東急田園都市線・世田谷線「三軒茶屋」駅 直結

2017.4.25 Tue

ルーヴル美術館　オーディトリアム
2017.4.2 Sun

ロームシアター京都　サウスホール
2017.3.9 �u  - 12 Sun

世田谷パブリックシアター

《パリ公演》 2017.4.25（火）20:00　ルーヴル美術館・オーディトリアム
詳細は随時HPで公開

《京都公演》 2017.4.2（日）15:00　ロームシアター京都 サウスホール

Mari Natsuki Terroir 第7期メンバー募集
詳細はWEBで！
http://inshouha-neo.com

印象派次期公演
出演者オーディション

H.I.S.企画　夏木マリ印象派NÉO パリ ルーヴル美術館公演鑑賞付き HIS特別記念ツアー
詳細はこちら　www.his-j.com/neo/ 
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