
上演台本・演出:白 井晃  出演 :首藤康之 中村恩恵 秋山菜津子

2()世 紀を代表するフランスの誓学者サルトルの代表作で、サルトルの思想である実存主義を強く反映しr_‐ 密室劇 F!Il口 なしJ.

KAAT神 奈サ|1芸 術朦1場 芸術監督 白井晃が、世界的なバレエダンサーの市藤康之、振付家・ダンサーとして活躍する中 I・ l思 恵、

実力派女優秋 ||1莱津子とともに、“言葉 "と “身体"を 融合させた新たなF[じ 卜1なし1の 1輩 界を紡ぎだす。
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Nakamura

中村 恩恵

[チケット発売]

10月 7爾 (爾 )一般発売
X KAmeかながわメンバーズIr行 発売 ,9月 30日 (日 )WEBの み

[チケット料金](全席指定 ,ユ )

…鰻 6り000鸞
U24チ ケ ット   3,000隅 (24歳 以 下 )

高校 生以下害」弓 1,000門 (高校 生 以 下 )

シルバー害1引   5,500円 (満 65歳 以 上 )

*未就学児入場不可
*U2■ 高校生以下 シルバー害Jl lま ―●肇 売日よⅢチケットん'ながわの言語 富日で

承ります●前売りのみ II数 7Pt定 要身分証

'

:チケット取扱い]

チケットがながわ

httpl〃 www kaat,p/
0570‐ 01r● -415

窓口:KAAT神 奈郵‡芸術劇場2F(10100-18:00)

チケットがあ  れttp:〃 palo t/kaat/

0570-02-99991Pコード:489-049)

e,(イ ープラス)htぃ :〃epじ S,p/kaat/(PC携等)

田―ソンチケットいttp:〃卜tke com/p:av/kaat/
05711-084003(=■ ―ド:35277)

〔お問合鷲]

チケットかながわ 0570-015‐ 416(100018100)

公演1週間前までに要予約 有料 (マザーズ bl:0120788222)
E‐ 英語字墓IJ

t会 朝  K農菫T神奈サll芸 術劇場 (中スタジオ〉

いo s clos(No Exlヽ )

vAlィ tten Oy Jean‐ Pa口 I Sar,lo

Piay Sc‖pt and Dlrected by Ak,ra Sh`.li

Cast Yasじ yuk,Shuto,Mesumi Naka mura,NatsuKo Ak,yama

iScherlじ :e12019125(Fr)-23(Sun,
(ヽ/eouel KAA,Kanaga.・ va Arts ThedI`e,Med ur Stし do
(281 VIlnashtta cho,llaka kox磁 ohama)
ITickols(Al reserved seats):Advance/DOOr 6,l1011 yo¬

(under 24),and:or senior{ove1 65)ale avaHabte
(D scounts are not avaiab e v a onlnc P case ca‖ Ticket Kanagawa
0570015‐ 415 forfじ rther asststance)

Theむ ool$open 30 mh、 1lo、 ゆerolc the sぃ 。w starts
I‐ Ohttcarc Serv cc Avalほ be(ice ano reserva● on reqぃ ●oO:ca‖
0,20-788‐ 222)

【い。u"yl lcス oi Kanagawa 0570´ 015415(10:0018:00)
れ●p;″ WWW kanagawa arts Orip/tC/い 。WiO_On

Yasuyuki

ShutO

首藤康之

Natsuko

AkiyarIIla

秋山莱津子

舞台表現において、演劇とダンスの境界線を越えた包括的な形がないかと模索してきたく

演藤1作 品で/1・ るサルトルの「出
「

1な し』を、身体性豊かに表現するという挑戦に、ジャンルを越えた出演者が挑んでくれる、

言葉を身llN表 現に変容かせることと、身体表現を言語化することの振 llll運 動の中で、今まで見えなかった心1里 の在り方が浮かび上がって来る.

それは、表現の境界線を綱渡りしてしヽくようなスソリングな瞬間でもある。自己の存在はf也 者の視線によって規定されるともヽうサルトルの実存思想を、

身体と言語の両面からを色濃く

'子

かび上がらせることで、表現の領域侵犯をより大胆に加速させていきたい. ― ――― 白井 晃 tL凛 台本演出

美行 :杉山至 1熙鴫 :大な葺一部 1音響 :徳久礼子 1衣裳 :す 獲文子 |ヘアメイク:′卜林雄美 1露台監督 :大垣敏期 |

技lI監督 :堀内真人 |プ臨ダウションマネ…ジャ…:|1本卿子

宣伝美術 ′ヽ本崇品 (FOR漱 ,R00[SSI I■ 伝写真 :人 ,■ 内社 1常ケヘアメ|ク :小 林″■ |=伝スタイリスト:置 ヽ春,E

企■tl● lκAA■ |1余′芸■,=:場 |ヽ 式会社サヤテイ |ま彗 :κ Aア ■ヽ神奈
'芸

術編:場 lt'権貪理■株)フ ランス著作権事務所

i霞 程1  20増 9年罐月25議 (鴛:)‐ 2月 3爾 (爾 )

演 出財 手 :蓋薔 子
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開場は閥演の30分前
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飩凩凩夢 神奈∫|‡ 議鐵 ull場
T231‐ 0023神 奈J県横浜市中区山下町281

TEI:0456336500(代 表)FAX:0456811691
ぃtip://www kaatip/

みなとみらい線 :渋谷獣から東構線直通で35分 !横 浜駅から6分 !

日本大通り駅から徒歩約5分 .元町 中華街駅から徒歩約8分 .

¬ R根 岸線 :関 内FFまたは石

'筒
駅から徒歩14分 .

市営地下鉄 :関内駅から徒歩14分 .

市営バス[芸 l● 爆1場 Nド K前 すぐ.

横浜駅前東ロバスターミナル 2番の
',ば

乗筆 (需要時間約25分 )

桜木町駅前バスターミナル 2番のりま乗車 (所要時間約10分 )

率■:日のりよから発車 するバス|ユ すべて1栞 tl慶1場 N時 K前 1■ ■,=■ ,

ただし、148系統焦 ,I.・ を除く.

指定管理者 1(公 財 )神 奈チ1芸 lll文 化財彗
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