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2021 年 4 月 15 日
東京ミッドタウンマネジメント株式会社

人気舞台「ジェイミー」「ピーターパン」や NBA バレエ団まで！ステップショーへの出演が決定！
感染症対策を万全にし、オープンエアの中、無料で楽しむ観劇の祭典

「Hibiya Festival 2021」追加情報公開！
4 月 29 日（木・祝）から 5 月 16 日(日)まで ※オンライン会場は 10 月 31 日まで
東京ミッドタウン日比谷(千代田区有楽町 事業者：三井不動産株式会社) と一
般社団法人日比谷エリアマネジメントが開催する観劇の祭典「Hibiya Festival」は、
都市の緑や自然とともに、オープンエアの中、無料でミュージカル、日本舞踊、オペ
ラ、ダンスなどのパフォーマンスステージを楽しむことができる観劇の祭典です。
今年日本上演 40 周年を迎えるブロードウェイミュージカル「ピーターパン」や、つ
いに日本上陸するイギリス発大ヒットミュージカル「ジェイミー」からキャストが登場し、
公演に先がけてパフォーマンスを初披露するスペシャルステージ、そして音楽プロデ
ューサー亀田誠治さんが実行委員長を務める「日比谷音楽祭」とのコラボレーショ
ンステージなど、「ステップショー※」には更に多彩なラインナップを追加！
また「まちなか劇場」や「カンゲキ学校」では、予約なしで楽しめる入退場自由、観
覧無料のイベントとしてコア期間で約 20 のコンテンツを実施します。
会場ではソーシャルディスタンス確保や感染症対策を十分に行い、お客様をお
迎えします。そして今年は会場に来られないお客様に楽しんでいただけるよう、「オ
ンライン会場」からも動画コンテンツを発信いたします。
コロナ禍で演劇・音楽イベントが打撃を受ける中、エンターテインメントの街・日比
谷から、安心してお楽しみいただけるエンターテインメントの数々をお届けします！

Hibiya Festival メインビジュアル

※「ステップショー」は一部事前予約制、4/21 より受付開始

「ステップショー」追加演目、見逃せないラインナップ！

日本初演ミュージカル『ジェイミー』
スペシャル歌唱パフォーマンス（ホリプロ）

NBA バレエ団

青山メインランドグループファンタジースペシャル
ブロードウェイミュージカル『ピーターパン』
ミニコンサート＆トークイベント

日比谷音楽祭コラボレーションステージ

※イベントは事情により中止又は内容変更となる可能性がございます。
最新の出演者・日程・タイムスケジュール等詳細は WEB サイトをご確認下さい。
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「ステップショー」では大注目ミュージカルのパフォーマンス初披露も！
ブロードウェイミュージカル『ピーターパン』
ミニコンサート＆トークイベント

4/29
(木・祝)

5/9
(日)

日本初演ミュージカル『ジェイミー』
スペシャル歌唱パフォーマンス（ホリプロ）

日本上演 40 周年を迎
える今年、ピーターパン
は新演出により大リニュ
ーアル！
７月の上演に先立ち、ピ
ーターパン役吉柳咲良
によるスペシャル歌唱と
ダンサー達のパフォーマ
ンス。

撮影：HIRO KIMURA

そしてウェンディ役美山
加恋、タイガー・リリー役
宮澤佐江も加わったトー
クでは、世代を超えて愛
されてきた 舞台の 魅力
をお話しします。

演劇の本場 イギリス発の大ヒットミュージカルが 8 月、森
崎ウィン、髙橋颯主演で遂に日本初演！自分が自分らし
く生きるために。根強い差別を抱えた現代社会への強烈
なカウンターパンチ！ 8 月の上演に先立ち、出演キャス
トによるスペシャル歌唱パフォーマンスを初披露！劇場
中を一つにする最高の音楽を是非体験してください。

出演：○○(○○役)
○○(○○役)
吉柳咲良/美山加恋/宮澤佐江
日程：4 月 29 日(木・祝)
井上弥子/加藤翔多郎/澤村 亮
出演：(予定)

出演：
森崎ウィン/髙橋颯
安蘭けい/田村芽実/山口乃々華/伊藤かの子
太田将熙/川原一馬/小西詠斗/鈴木瑛美子
田野優花/フランク莉奈/MAOTO/樋口麻美
実咲凜音/永野亮比己/泉見洋平/吉野圭吾/石川禅
※やむを得ず出演者が変更になる場合もございます旨ご了承ください。

5/8
(土)

Hibiya Festival×日比谷音楽祭コラボレーションステージの開催が決定！
観劇の熱気を街に開放する祭典「Hibiya Festival」と、誰もに
開かれたフリーでボーダーレスな音楽イベント「日比谷音楽
祭」との特別コラボレーションステージ！5/29(土)・30(日)に
行われる音楽祭の熱気を、一足先に GW にもお届けします。
出演は、舞踏家の ATSUSHI×トランぺッターのタブゾンビのコ
ラボレーション、ウクレレ奏者の RIO、そして音楽祭実行委員長
の亀田誠治も新妻聖子とのスペシャルトーク＆ライブで登
場！
昨年は残念ながら実施を見送った 2 つのイベントが、日比谷
の街をエンターテインメントの力で盛り上げるスペシャルなステ
ージをぜひお楽しみに！

×

出演：
ATSUSHI TAKAHASHI（Dance）
×タブゾンビ
（Tp)(SOIL&”PIMP”SESSIONS)/
RIO/
新妻聖子×亀田誠治

左：ATSUSHI TAKAHASHI（Dance）
右：タブゾンビ（Tp)/(SOIL&”PIMP”
SESSIONS)

RIO
撮影：Naoto Ohkawa

左：新妻聖子、右：亀田誠治
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4/29
(木・祝)

日比谷野外能「羽衣」

5/1
(土)

日比谷フェスティバルの開幕を天
女の華やかな舞で飾ります。都心で
は珍しい野外での演能にご期待くだ
さい。
出演：
観世流シテ方 武田宗和 ほか
5/5
(水・祝)

ジュエリーキッズ子供たちによる
ミュージカルコンサート

誰もが知っているミュージカル曲を
子供たちが元気いっぱいに歌い、
踊ります。観ている方にミュージカ
ルの素晴らしさ、楽しさを感じてもら
い、ミュージカルの街、日比谷の皆
様に笑顔で元気になってもらえるよ
う一生懸命がんばります！

5/2

NBA バレエ団

(日)

軽快なリズムと共に多様なダンスや
パフォーマンスでお贈りするダンスシ
ョー。身体表現と道具を使ったユニ
ークなパフォーマンスで街ゆく人々も
巻き込む、子ど
もも大人も一緒
に楽しめるエン
ターテインメン
ト！

埼玉県所沢市に拠点をおき、都内
の劇場を中心に公演を行うプロのバ
レ エ カ ン パ ニ ー が 「 Don Quixote 」
act3 よりグランパドドゥ、瀕死の白
鳥を披露。

Samurai still exist -2021
(水・祝)
春の陣-（剱伎衆かむゐ）
5/5

島口哲朗率いる“Samurai artist 剱
伎衆かむゐ”が、KAMUI Project と共
にサムライパフォーマンスを披露しま
す。剣術（マーシャルアーツ）、伎芸
（パフォーミングアーツ）の融合と、戦
うことだけが目的では無いサムライが
持つ無形の精神性である“道”を日
比谷の舞台で表現します。

CAT-A-TAC SHOW
（CAT-A-TAC）

©コスガ･デスガ

5/9
(日)

ニューヨークタップダンスショー

ニューヨーク ブロードウェイ＆ハーレムを
テーマに生演奏にのせたタップダンスシ
ョーをお届けします！子どもから大人ま
で一緒に観て、踊って、楽しみましょう！
出演：
Lily＋Tap Dance Company Freiheit

＜ステップショー概要＞
場所：日比谷ステップ広場 （雨天時はアトリウムで開催）
期間：4 月 29 日（木・祝）～5 月 9 日（日）
料金：無料
客席：一部エリアは事前予約制、当日自由観覧エリアあり
※当日自由観覧エリアも人数制限をいたします。
今年は 3 つのステージエリアを演目によって使い分け、この場所なら
ではの立体的な演出も楽しめます。オープンエアの空間で、本格的
な伝統芸能・舞台芸術のショーケースをお楽しみいただけます。
5/3

松竹㈱ 開発企画部

(月・祝)

日本舞踊 Neo-Hibiya Fes.特別篇（公社）日本舞踊協会

ステップ広場のステージの様子（イメージ）

本年襲名をした藤間紫（爽子改め）が主演、尾上菊之丞が
作・演出の（公社）日本舞踊協会が制作した映像作品「地水
火風空 そして、踊」を日比谷 Fes.特別篇として、リアルでは
初めて披露します。トークゲストには松本幸四郎が登場！
出演：藤間紫
花柳笹公、花柳秀衛、藤間蘭翔、花柳喜衛文華
尾上菊之丞
トークゲスト：松本幸四郎

写真提供：（公社）日本舞踊協会
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「まちなか劇場」では日比谷の街中にエンターテインメントが飛び出します！
5/1(土)
9(日)

おいしいオペラ「Buonissimo!」～あなたのポケットにオペラを♡
（二期会 BLOC ポケットオペラ）

5/3
(月・祝)

日本の美しい響き
(二期会 BLOC 音届 OtoDoke)

Buonissimo（ブォニッシモ）とはイ
タリア語で「最高においしい」という
意味。「カルメン」「椿姫」「トゥーラ
ンドット」ほか、二期会 BLOC ポケ
ットオペラの歌手たちが最高にお
いしいオペラの名曲をお届けしま
す。
5/1（土）ソプラノ：榎本真美、上石知加子、小山由梨子、冨田真理、村田ゆう子、
メゾソプラノ：池野博子、ピアノ：神崎真弓
5/9（日）ソプラノ：太田小百合、神谷明美、齋藤由美子、真野綾子、三浦恵里加、
テノール：相山潤平、バリトン：大井哲也、ピアノ：平川寿乃
5/4
Samurai Procession
(火・祝) (KAMUI＆KENGIDO Project)

Samurai が都心“まちなか”を派手に
練り歩き、ミニパフォーマンスを披露い
たします。日比谷フェスティバル
2021「まちなか劇場」のための構成、
演出でお楽しみいただきます。

誰もが知っている季節の歌を女性
の歌声と、1,000 年以上伝わる雅
楽の楽器、篳篥（ひちりき）とともに
お届けします。いつもとちょっと違う、
雅な響きでお楽しみください。

5/4
5/5
まちなか社交ダンス
(火・祝) （NPO 法人社交ダンス文化振興会） (水・祝)

かつては鹿鳴館で、現在では競技
会やパーティなどでしか観ることが
できない Ballroom Dance（社交ダン
ス）を、日比谷のまちなかで繰り広
げます。

ニューヨークタップダンス
ストリートパフォーマンス

ニューヨーク ハーレムのストリートタップ
ダンスパフォーマンスに出会えるひとと
き。どこからともなく響き渡るリズム・ビー
トに合わせて、カラダで音を感じて楽し
みましょう！
出演：Lily＋Tap Dance Company Freiheit

その他まちなか劇場では様々な楽器演奏 LIVE もお届け予定！
・クラシックギター×バイオリン
・フルート×ピアノ
・バイオリン×ピアノ
・金管五重奏
and more！

＜まちなか劇場概要＞
場所：日比谷ゴジラスクエア、地下広場、日比谷仲通り、日比谷公園松本楼 グリル＆ガーデンテラス など
期間：4 月 29 日（木・祝）～5 月 9 日（日）
料金：無料 自由観覧 ※混雑時には人数制限を行います。
今年は東京ミッドタウン日比谷はもちろん、日比谷の街中に演者たちが飛び出し、様々な場所が劇場に変身！
街歩きをしながらエンターテインメントを体験できます。
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講師は一流アーティスト！「カンゲキ学校」の気になる詳細が到着！
「ヒビヤ音楽大学」シブヤ音楽大学オープンキャンパス
オンライン音楽教育サービス「シブヤ音楽大学」のオープンキャンパスとして東京ミッドタウン
日比谷にて教室を開講。クラシックで学ぼう。クラシックで遊ぼう。
企画制作：カンパニーイースト

4/30
(金)

4/29(木・祝)

4/29(木・祝)

4/30(金)

新垣隆の音楽室

ピアノスキーのピアノ協奏曲 番外編

日比谷から始まるオペラヒストリー

4/30(金)

5/1(土)

エリック・サティと愉快な仲間たち

Dr.中村の音楽実験（仮）

邦楽の演奏に触れる(蒼天)

今から 300 年以上前に成立しました長唄。
その名曲をご覧いただきます！その他、楽
器や演目の解説も交えながら伝統芸能、
邦楽の魅力をお伝えします。若き邦楽演奏
家達の演奏を存分にお楽しみ下さい！
5/4
(火・祝)

5/1
(土)

Mr.Homesicks
Hibiya LIVE

5/2,5.8,9 ミュージカルのひろば(夜明けの
劇場 Theatre at Dawn)

故郷はちがえどふるさとを心から愛する男。
そんなふたりが奏でるメローでノスタルジック
な名曲の数々。時には切なく、時には激し
く、様々な経験を積んだオトナだけが楽しめ
る、極上の音楽をお届けします。

「ニューヨークタップダンスワークショップ＆ステージ」

5/4

(Tap Dance Company Freiheit)

(火・祝)

ニューヨーク ブロードウェイ＆ハ
ーレムのタップダンスを観て学べ
る、ワークショップ＆ステージをお
届けします！タップアーティスト
Lily が座ったままできる椅子タップ
ダンスをレクチャー。子どもから大
人まで一緒に観て、踊って、楽し
みましょう！

今年一年、劇場とオンラインの両方で舞
台エンターテインメントのあかりを灯し続け
たアーティスト・クリエイターによる「ミュージ
カルのひろば」。歌やトークをお楽しみくださ
い！

SAMURAI Dojo ～剱伎道
2012 年、サムライアーティスト
島口哲朗により創設された「剱
伎道」。礼に始まり間合いを通
じてコミュニケーションを学ぶ、
年齢性別を問わず誰にでも楽
しめる独自のサムライメソッドで
す。

＜カンゲキ学校概要＞
場所：東京ミッドタウン日比谷 アトリウム
期間：4 月 29 日（木・祝）～5 月 9 日（日）
料金：無料 自由観覧 ※入退場自由。ただし、混雑時には入場制限を行います。
大人も子供も、触れたことがない分野のワークショップ・トークセッションでエンターテインメントの新しい発見があるプログラムを
新規開校！様々な業界の第一線で活躍する講師陣が、感性を刺激する講義を行います。
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Hibiya Festival PROGRAM
4月29日
木・祝

ステップ
ショー

＜ミュージカル＞
ホリプロ「ピーターパン」

＜能＞
日比谷野外能「羽衣」

4月30日
金

5月1日
土

＜ダンス＞
広崎うらんと惑星の仲間たち
「Let's Ball(レッツバル)! vol.3
惑星で踊ろう！」

＜オペラ＞
THE LEGEND
「オペラのミライ
〜Beyond Imagination〜」
＜バレエ＞
NBAバレエ団
「『Don Quixote』 act3 より
グランパドドゥ、瀕死の白鳥」

＜オペラ＞
＜オペラ＞
東京二期会「緑のオペラステージ」 東京二期会「緑のオペラステージ」
@日比谷松本楼
@日比谷松本楼

まちなか
劇場
＜MUSIC LIVE＞
金管五重奏（仮）

＜MUSIC LIVE＞
情熱のギターとヴァイオリンDUO

シブヤ音楽大学オープンキャンパス シブヤ音楽大学オープンキャンパス
「ヒビヤ音楽大学
「ヒビヤ音楽大学
新垣隆の音楽室」
日比谷から始まるオペラヒストリー」

カンゲキ
学校

ステップ
ショー

まちなか
劇場

＜ミニコンサート＞
日生劇場
「アラジンと魔法の歌」
＜パフォーマンスショー＞
CAT-A-TAC
「CAT-A-TAC SHOW」

＜オペラ＞
東京二期会「緑のオペラステージ」
@日比谷松本楼
＜MUSIC LIVE＞
カルテットアイズ(クラリネット)
＜オペラ＞
二期会BLOCポケットオペラ
おいしいオペラ「Buonissimo!」

5月3日
月・祝
＜オペラ＞
日生劇場×藤原歌劇団合同企画
「『ラ・ボエーム』『蝶々夫人』
プレコンサート」
＜日本舞踊＞
松竹㈱ 開発企画部
“日本舞踊 Neo
-Hibiya Fes.特別篇-”

＜MUSIC LIVE＞
ピアノ＆ヴァイオリンデュオ(仮)
＜MUSIC LIVE＞
心に残る映画音楽
（フルート×ピアノ）

＜伝統芸能＞
邦楽の若手団体「蒼天」

＜バレエ＞
NBAバレエ団「バレエダンサーによる
美Bodyの秘訣」

5月5日
水・祝

5月6日
木

5月7日
金

＜ミュージカルコンサート＞
ジュエリーキッズ子供たちによる
ミュージカルコンサート

＜歌とトーク＞
シアターアットドーン
「ミュージカルのひろば」

5月8日
土

＜MUSIC LIVE＞
日比谷音楽祭×Hibiya Festival
コラボレーションステージ

＜パフォーマンス＞
剱伎衆かむゐ「Samurai
still exist -2021 春の陣-」

＜社交ダンス＞
「社交ダンス Special Show」
（庄司浩太・名美組ほか）
＜ミュージカル＞
音楽座ミュージカル
スペシャルコンサート
＜パフォーマンス＞
剱伎衆かむゐ
「Samurai procession」

＜社交ダンス＞
まちなか社交ダンス
＜パフォーマンス＞
剱伎衆かむゐ
「SAMURAI Dojo〜剱伎道」

＜MUSIC LIVE＞
Mr.Homesicks Hibiya LIVE

＜歌とトーク＞
千代田区文化芸術協会(仮)

5月4日
火・祝

＜オペラ＞
ちよだ芸術祭
「アンサンブル歌宴フェス」
＜オペラ＞
二期会BLOC音届OtoDoke
「日本の美しい響き」

＜MUSIC LIVE＞
トランペット×ピアノデュオ(仮)

シブヤ音楽大学オープンキャンパス シブヤ音楽大学オープンキャンパス シブヤ音楽大学オープンキャンパス
「ヒビヤ音楽大学 ピアノスキーの
「ヒビヤ音楽大学
「ヒビヤ音楽大学
ピアノ協奏曲 番外編」
エリック・サティと愉快な仲間たち」
Dr.中村の音楽実験(仮)」

＜タップダンス＞
タップダンスカンパニー
「ニューヨークタップダンス
ストリートパフォーマンス」

5月2日
日

＜タップダンス＞
タップダンスカンパニー
「ニューヨークタップダンス
ワークショップ＆ステージ」

5月9日
日
＜ミュージカル＞
ホリプロ 日本初演ミュージカル
『ジェイミー』
スペシャル歌唱パフォーマンス
＜タップダンス＞
タップダンスカンパニー「ニューヨーク
タップダンショー」

＜落語＞
青空寄席
@パークビューガーデン
未定

＜オペラ＞
東京二期会「緑のオペラステージ」
@日比谷松本楼

＜落語＞
青空寄席
@パークビューガーデン
＜オペラ＞
二期会BLOCポケットオペラ
おいしいオペラ「Buonissimo!」

カンゲキ
学校

＜歌とトーク＞
シアターアットドーン
「ミュージカルのひろば」

＜歌とトーク＞
シアターアットドーン
「ミュージカルのひろば」

＜歌とトーク＞
シアターアットドーン
「ミュージカルのひろば」
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【Hibiya Festival 会場案内 MAP】

「Hibiya Festival 2021」概要

都市の緑とともに体感する観劇の祭典「Hibiya Festival 2021」
主催：東京ミッドタウン日比谷／一般社団法人日比谷エリアマネジメント
共催：公益社団法人日本芸能実演家団体協議会／一般財団法人カルチャー・ヴィジョン・ジャパン
協力：東宝株式会社／松竹株式会社／公益財団法人ニッセイ文化振興財団（日生劇場）／株式会社日比谷松本楼
／三陸国際芸術推進委員会／全日本郷土芸能協会／東京アート＆ライブシティ構想実行委員会
後援：千代田区
期間：4 月 29 日（木・祝）～5 月 16 日（日）[18 日間]
概要：オープンエアの無料ステージ「日比谷ステップショー」や「まちなか劇場」「カンゲキ学校」など、日本が誇る舞台
芸術・伝統芸能を体感できるフェスティバル
※詳細は Web サイトをご覧ください
URL： https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/hibiya-festival/

本イベントにおける新型コロナウイルス対策の実施について
イベントは、入場制限やソーシャルディスタンスの確保に努めて実施しています。
会場のスタッフは、以下のことを実施いたします。
・マスクの着用
・スタッフの検温

・接客時の使い捨て手袋の着用
・商品、備品の消毒の徹底

・こまめな手洗い・手指消毒の徹底

その他、東京ミッドタウン日比谷における新型コロナウイルス対策についての詳細は以下の WEB サイトをご確認ください。
https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/news/4997/

＜報道関係者お問い合わせ先＞
「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：近藤、山田、鈴木
TEL：03-4580-9107 ／ FAX：03-4580-9133
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