C O V E R P H OTO
全国共同制作プロジェクト
東京芸術劇場シアターオペラvol.9

モーツァルト／歌劇
『フィガロの結婚』〜庭師は見た！〜

vol.12 2015

7. 8. 9.

新演出

（全4幕・字幕付 原語＆一部日本語上演）

vol.12

コンサートホール 10月24日
（土）
・25日
（日）
指揮＆総監督：井上道義
演出：野田秀樹

2015年 7・8・9月号

2015年5月26日
（火）金沢歌劇座公演より
撮影：宮下裕行

Playhouse

《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

Concert Hall

Theatre East

Theatre West

だっこルーム
（要予約）
（平日10：00〜17：00）

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、

特集・ＰＩＣＫＵＰ

丸茂電機株式会社

ヤマハサウンドシステム株式会社

東武鉄道株式会社

Bloomberg L.P.

トヨタ自動車株式会社

株式会社TBSテレビ

株式会社奥村組

西池袋熱供給株式会社

住友生命保険相互会社

株式会社松村電機製作所

サントリー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

渡邊建設株式会社

養老乃瀧株式会社

株式会社資生堂

株式会社松田平田設計

香山壽夫建築研究所

東日本旅客鉄道株式会社 池袋駅

明光義塾

ホテルメトロポリタン

HOTEL URBAN（ホテルアーバン） 株式会社イープラス

株式会社フジテレビジョン

国際興業株式会社

読売新聞 東京本社

海外オーケストラシリーズ

「ロミオとジュリエット」

指揮 トゥガン・ソヒエフ

ベルリン･ドイツ交響楽団
指揮 グスターボ・ヒメノ

ロイヤル･コンセルトヘボウ管弦楽団
指揮 アンドレス･オロスコ=エストラーダ

フランクフルト放送交響楽団

株式会社WOWOW

野村證券株式会社

常盤興業株式会社

東京臨海熱供給株式会社

ミュージックスタジオ・フォルテ

株式会社帝国ホテル

東京地下鉄株式会社

ソニー銀行株式会社

オルガノ株式会社

株式会社ルミネ 池袋店

立教大学

キヤノン株式会社

株式会社マクロスジャパン

（2015年6月1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、広報営業係担当まで直接お問合せください。 Tel. 03-5391-2117

平成27年6月25日発行

凸版印刷三幸会
レンゴー株式会社

演出 マルチェロ・マーニ

「障子の国のティンカーベル」

芸劇フェスティバル

アサヒグループホールディングス株式会社

作 野田秀樹

東京芸術劇場 開館25周年

オックスフォード大学演劇協会（OUDS）来日公演

原作 松尾スズキ

脚本・演出 ノゾエ征爾

「気づかいルーシー」
芸劇eyes ほか

集まれ！ 池袋みんなの大道芸
世界報道写真展２０１５
近藤良平・コンドルズ「にゅ〜盆踊り」
荻田 伍 新館長インタビュー
CALENDAR

7 月・8 月・9 月

ベッド＆メイキングス「墓場、女子高生」／ミュージカル「100万回生きたねこ」／

指揮 有田正広

カタルシツ「語る室」／ 穂の国とよはし芸術劇場PLAT Produce「父よ！」

指揮 ヴァレリー・ポリャンスキー

東京芸術劇場

クラシカル･プレイヤーズ東京 演奏会
ロシア国立交響楽団

ほか

芸術監督

野田秀樹

対

談 建築家

伊東豊雄
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