2019 年 3 月 20 日

「Hibiya Step Show」
全出演者が決定しました！

報道関係者各位

三井不動産株式会社

中村獅童が 4 月 30 日の「特別企画 ジャパンデー・トーク」に登壇決定！
DRUM TAO（ドラムタオ）のパフォーマンスも見逃せない「平成最後の日」

2019 年 日比谷エリアがエンターテインメントに染まるＧＷ

「Hibiya Festival」4 月 26 日スタート
4 月 26 日（金）から 5 月 19 日(日)まで
三井不動産株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役社長：菰田正信）は、「東京ミッドタウン日比谷」の開業
（2018 年 3 月 29 日開業）から、周辺の劇場・映画館と連携した日比谷の芸術文化発信を推進してきました。
昨年、東京ミッドタウン日比谷開業後初のエリアイベントとしてＧＷに約 80 万人（※）を動員した観劇の祭典「Hibiya Festival」
は、芸術文化・エンターテインメントの中心地「日比谷」ならではのミュージカル、オペラ、ダンス、舞踊などのパフォーマンスス
テージをオープンエアの中、無料で楽しめるイベントです。
イベント期間中は、メインステージの「Hibiya Step Show」において、周辺施設の協力による本格的なオペラや観劇のステー
ジも無料でお楽しみいただけます。今年の 10 連休は「オペラ＆ダンスデー（4 月 28 日）」「レ・ミゼラブルデー（4 月 29 日）」
「ジャパンデー（4 月 30 日）」「新元号デー（5 月 1 日）」などテーマを設け、その日のパフォーマンス内容が分かりやすくなりま
した。普段は劇場に閉じた熱気を外に開放し、文字通り日比谷エリアが観劇に染まるフェスティバルです。
（※）注…2018 年 4 月 26 日～5 月 6 日（コア期間）実績

メインステージ「Hibiya Step Show」を彩るアクトが続々決定
中村獅童

ジャパンデー

ジャパンデー

4/30（火）

万華響 出演 DRUM TAO

4/30（火）

人気歌舞伎俳優が語る、
「歌舞伎の世界」とは？
初心者にも歌舞伎を
身近に感じてもらう
スペシャルトーク！

2019 年 4 月よりスタート
の ロ ン グ ラ ン 公 演
「万華響」。出演の
DRUM TAO による迫 力
のステージを公開！
c 松竹

とうとう、「あなたのシナリオ」さえも A.I.は書き上げてしまうのか？
演劇×人工知能プロジェクト「演劇台本作成 A.I.」

５/１（水）
～6（月）

体験無料

新しい時代の、新しい演劇体験へようこそ。
あなたを主人公にした演劇台本を書き上げる人工知能が日比谷に登場！
いくつかの質問に答えると、人工知能があなたの感情を分析し、
あなただけの演劇台本を書き上げます。
どんな物語になるかはあなた次第。
さあ、物語の主人公になってみませんか。
・5 月 1 日（水）～6 日（月）／11 時～18 時
・東京ミッドタウン日比谷６F BASE Q ホールにて（参加無料）
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今年も無料で楽しめる！「Hibiya Step Show」は
日替わりで繰り広げられる“本格観劇や気鋭パフォーマーによるステージ”に注目！
●Hibiya Step Show
場所：日比谷ステップ広場

期間：4 月 28 日（日）～5 月 6 日（月・祝）

料金：無料 自由観覧
協賛：EY Japan
ミュージカル、オペラ、ダンス、舞踊など、多様なジャンルのショートステージを無料で上演。
普段は劇場内に閉じた熱気を屋外に解放し、誰もが楽しめる本格芸術を鑑賞いただけます。
オペラ&ダンスデー

レ・ミゼラブルデー

ジャパンデー

新元号デー

2.5次元ミュージカルデー

ミラクルアクトデー

キッズ&ファミリーデー

キッズ&ファミリーデー

ミュージック＆オペラデー

4月28日
日

4月29日
月

4月30日
火

5月1日
水

5月2日
木

5月3日
金

5月4日
土

5月5日
日

5月6日
月

12:00

日生劇場/
「ヘンゼルとグレーテル」

13:30

広崎うらんと REVO side B/
Let’s Ball( バル)! 天使の舞踏
会」

ジャンピングスティルト Team
ANDZ/
「ANDZ」

12:30/13:30/
14:30/15:30
東宝/「レ・ミゼラブル」

15:00

日生劇場/
「ヘンゼルとグレーテル」

※各時間の公演詳細は4/18
公開予定

中村獅童/
Hibiya Festival 特別企画
「ジャパンデー・トーク」
DRUM TAO/
「万華響」
弧の会/「若獅子」
善竹富太郎/「狂言」

CAT-A-TAC/
「SWING&GO！〜新元号！
〜」

日生劇場/
民族歌舞団荒馬座/
「物語付きクラシックコンサート
舞台「桃山ビート・トライブ〜再
「Hibiya Festival特別公演〜
「アラジンと魔法のヴァイオリン」ミ
び、傾かん〜」
獅子舞ほか」
ニステージ」

「ICHIZA feat. 慶應義塾大
学理工学部 CYBATHLON
TEAM」

ミュージカル「憂国のモリアーティ」 Miracle Vell Magic /
※4/18公開予定
公演直前スペシャルイベント
「Miracle Vell Magic Show」

ジャンピングスティルト Team
ANDZ/
「ANDZ」

ミュージカル「忍たま乱太郎」
パフォーマンス＆トークイベント

CAT-A-TAC/
「SWING&GO！〜新元号！
〜」

3ガガヘッズ/
「ボディタイツメン・ショー」

日生劇場/
民族歌舞団荒馬座/
「物語付きクラシックコンサート
「Hibiya Festival特別公演〜
「アラジンと魔法のヴァイオリン」ミ
獅子舞ほか」
ニステージ」

オペラユニット THE
LEGEND(ザ・レジェンド）/
「THE LEGEND
HIBIYA TIMES OPERA」

※時間詳細は4/18公開予定
16:30

広崎うらんと REVO side B/
「Let’s Ball( バル)! 天使の舞踏
会」

「ICHIZA feat. 慶應義塾大
学理工学部 CYBATHLON
TEAM」

Miracle Vell Magic /
※4/18公開予定
「Miracle Vell Magic Show」

3ガガヘッズ/
「ボディタイツメン・ショー」

オペラユニット THE
LEGEND(ザ・レジェンド）/
「THE LEGEND
HIBIYA TIMES OPERA」

※スケジュールは 3/20 現在のものです。今後変更となる可能性があります。
ICHIZA
NEXT ARTS デー

5/1（水）

Hibiya Festival 特別企画 “中村獅童出演 ジャパンデー・トーク”

ジャパンデー
4/30（火）

平成最後の日、人気歌舞伎俳優・中村獅童さんが挑戦する歌舞伎の新たな取り
組みについての意気込みを、次の時代（元号）への期待と重ねて熱く語る！
また、東京アート＆ライブシティの取り組み、日比谷・銀座・築地地区の“芸術の
集積”についてもお話しいただきます。
出演：中村獅童
聞き手：葛西聖司 （フリーアナウンサー）

c 松竹

ICHIZA
NEXT ARTS デー

5/1（水）

“万華響”出演 DRUM TAO ステージ

ジャパンデー
4/30（火）

『万華響』公演は、伝統的かつ前衛的な和太鼓サウンドとプロジェクション
マッピングなどのテクノロジーの融合による日本独自のノンバーバル（非言語）
エンターテインメント。
2019 年 4 月 10 日 （ 水 ） か ら 有 楽 町 ・ オ ル タ ナ テ ィ ブ シ ア タ ー に て
年間 500 公演を開催します。
出演： DRUM TAO
協力：ＪＴＢコミュニケーションデザイン（万華響公演主催）
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ICHIZA

ICHIZA

NEXT ARTS デー

NEXT ARTS デー

5/1（水）

4/28（日）
オペラ＆ダンスデー

5/1（水）

4/29（月）
レ・ミゼラブルデー

4/30（火）
ジャパンデー

５/１（水）
新元号デー
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５/２（木）
2.5 次元ミュージカルデー

５/３（金）
ミラクルアクトデー

５/４（土）５（日）
キッズ＆ファミリーデー

５/6（月）
ミュージック＆オペラデー

4

4

もっと観劇を楽しみたい！そんなあなたにぴったりなプログラムも
目白押し！
東京を代表する劇場・ホールの宣伝担当者による「劇場」の
魅力についてのトークバトルや、豪華ゲストと演劇や
ミュージカルの魅力に触れるトーク＆ワークショップも多数充実。
さあ、舞台裏の秘密をのぞいてみませんか。
■東京アート＆ライブシティ Hibiya Festival 企画
劇場トークバトル 全員集合「劇場は魔の空間だ」
日時：4 月 27 日（土） 場所：日比谷ステップ広場
■ミュージカルのひろば
日時：未定 場所：8F カンファレンス
イベント詳細とお申込みはこちらから：
https://www.hibiya-festival.com/2019/

Hibiya Festival には、お子さまが楽しめるプログラムが盛りだくさん。
芝生で 楽しむ音楽付き紙芝居、親子で観劇に触れるイベント
など、いずれもお子さまが夢中になること間違いなし。
このゴールデンウイークは親子で演劇を楽しもう！
■「あらしのよるに」渡部豪太・きむらゆういち トーク＆読み聞かせ
日時：4 月 30 日（火）14:00-15:00
場所：8F 日比谷三井カンファレンス
■日生劇場 PRESENTS
おお雨（おおはた雄一+坂本美雨） 読み聞かせ＆ミニコンサート
「お話と歌の広場」
日時：5 月 4 日（土） 場所：6F パークビューガーデン
■ヴィヴィアン佐藤と手作りヘッドドレスを作ろう
日時：5 月 5 日（日）10：30-11：30
場所：8F 日比谷三井カンファレンス
■グレゴさんとタップダンス人形を作って遊ぼう
日時：5 月 5 日（日）13：00-14：30
場所：8F 日比谷三井カンファレンス
イベント詳細とお申込みはこちらから：
https://www.hibiya-festival.com/2019/

■本イベントの全体詳細は https://www.hibiya-festival.com/2019/をご覧ください。

＊本日、この資料は次の記者クラブに配布しています。
○国土交通記者会 ○国土交通省建設専門紙記者会 ○都庁記者クラブ
＜報道関係者お問い合わせ先＞
三井不動産「東京ミッドタウン日比谷」PR 事務局（株式会社 プラップジャパン 内）担当：向井、西
TEL：03-4580-9107 ／ FAX：03-4580-9133
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